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ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
ビジター紹介：宮嶋文昭（みやじま　ふみあき）君　高知西　RC
食事：「米山ランチ」
　　 「本日の演奏」
会長挨拶：会長　丸山　修君
誕生日お祝い：石塚　俊雄君（９日）　小原　正信君（１２日）
　　　　　　 肥田木　康正君（１４日）　中原　勲君（３０日）
会務報告：幹事　吉田　健朗君
１)本日の配布　①月信９月号　②ロータリーの友９月号
　　　　　　　 ③鹿児島市内RC会員名簿
２）9/10（土）鹿児島東RC・北RC　３クラブ合同ゴルフコンペ開催
　 かごしま空港36ｶﾝﾄﾘｸﾗﾌﾞ　9：00集合　9：31スタート　
３）RCC例会　9/11（日）　11：00 ～　中央公園
　 指名出席者→池畠・長濱・森園　各会員

４）本日定例理事会開催　例会後～　開聞
５）次週　9/12（月）　例会プログラム
　 鹿児島東RC・北RC　３クラブ合同例会　18：30 ～
　 レンブラントホテル
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
３分間情報：友の見どころ→広報雑誌・IT委員会
会員卓話：情報集会報告
　　　　 第１班～６班

議　題
１）9・10月例会プログラム及び行事予定
　（添付資料）　・・・・・・承認　　
２）会計報告（別紙明細）
　①　８月度試算表について
　　　　　　　　　　・・・・・・承認
　②　納涼家族会収支決算報告について・・・・・・承認
３）9/30～ 10/2　地区大会について
　中央ロータリーの場所取りは前入りしている会長幹事で実施。
集合場所と時間のみ参加者へ後日連絡。

４）ガバナー公式訪問について
　日時：１０月１７日（月）　11：00～ 14：50
　○写真撮影→前年度　三井スタジオに依頼・・・・今年も宇都　　　　
　　　会員より三井スタジオへ依頼
　○事前提出書類

　　　入会候補者資料（２０名）
　　　　氏名・職業・住所・TEL・・・次回合同例会時に幹事より
　　　　　　　　　　　　　　　アナウンス
５）職場訪問例会について（添付資料）
　10/31（月）　鹿女短にて実施、駐車場についての文章も添え
　　　　　　 て案内する
６）2017-2018年度　ガバナー補佐について
７）ロータリー財団補助金申請について

地区補助金対象事業等あれば次回例会までに青崎会員ま
で連絡

８）出席免除申請について（添付資料）
　小原正信会員・・・・・・承認
９）その他
　①　次回理事会について
　　　平成２８年10月3日（月）　例会終了後　於：開聞
　②　那覇西RC　交流事業の沖縄訪問について近日中に案
　　内予定。

会議名
場　所
日　時

出席者

定例理事会
山形屋７F　開聞
平成28年9月5日（月）
例会後　～　
丸山　修・青﨑　彰
吉田健朗・小福田博
深野木信・田中和俊
橋元　隆・川畑英樹
新名主聡・宮脇謙舟
高岡和也・宇都和治　　
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第1825回例会
前々回（８月22日）の補正

59名
59名

41名
43名

77.36%
78.18%

出席報告 会員数 出席数 出席率

9月5日のスマイル  小計39,972円　2016～2017年度　累計 241,789円

●情報委員会１班／８／３０にごはんのじかんにて開催されま
した情報集会第一班のメンバーでスマイルします。出席メンバー
は、林、橋元、前迫、池畠、森園、石崎、新納、高岡、丸山会
長の９名です。
●情報委員会２班／８月３０日　第２班　情報集会スマイルし
ます。深野木、尾堂、里、福山、是枝、川路　計６名です。
●情報委員会３班・５班／第３班、第５班、情報集会について、
スマイルさせていただきます。出席者：大坪、重久、丸元、小原、
本村、竹添、逆瀬川、池脇、加島、川畑、海江田、本坊、神野、宮脇、
長濱、清水、丸山、吉田、池畠、椨、林、尾立、三島　各会員。
『ひまわり会について』の情報集会を８．３１（水）市電イベン
ト電車で行いました。初めて市電に乗る方や、乗る機会がめっ
きり少なくなった皆さんが市電に乗って小学生の遠足感覚で情
報集会が楽しく開催できました。思ったより電車が早くあっと
いう間に谷山に到着、停車中の情報集会の各会員の発表とドタ
バタではありましたが『今までと違った情報集会が開催できた
こと・快く電車に乗っていただいた参加者の皆さんに感謝、感
謝です。』復路は酔っぱらった皆さんが『オイはここで降りる。
次で２人降りる』と要望され、大坪、三島が車掌になって運転
手さんと会員さんとの間を走り回っておりましたこと、くれぐ
れも、お忘れなきよう、よろしくお願いします。城山ストアさん
にもご協力いただき、お酒も肴も美味しく、有意義な時間を過
ごすことができました。ありがとうございました。
●情報委員会６班／情報集会第６班、会員の気持ちをスマイル
致します。メンバーは順不同で、尾辻、青﨑、平山、竹田、吉村です。

●宮嶋　文昭君／久闊を叙して半年ぶりに中央ロータリーの例
会に出席させて頂きます。高知西RCの会員としてメークアップ
です。中央RCの有志の方々に送別会の御礼を申し上げたく有給
休暇をとってきました。ありがとうございました。
●丸山　修君／長女で末っ子の結婚式が東京で日曜日にあり、
鹿児島に今帰りました。台風の心配があり、金曜日に出発しま
したが、何の問題もなかった様ですね。少し後悔しております。
●丸元　貞夫君／先月末で、弊社子会社・旭鉄工㈱の第５２期
決算申告を終了しました。若干の減収減益でホッとして居ります。
先々週８／２３～８／３０迄、神戸の孫が帰鹿して居りまして、
御陰様にて約２kgに太りました。今日から努力して、やせます。
●小原　正信君／誕生日祝いありがとうございます。来年の鹿
児島マラソンの受付が始まりましたが今回は見送ろうと考えて
おります。どうか誘わないでください。又けしかけないでくだ
さい。よろしくお願いします。
●石塚　俊雄君／１９４２年９月５日台風の夜に生まれました。
昔は少し乱暴な方で嵐を呼ぶ男と言われましたが、今は人格も
整ってきて「幸せを呼ぶ男」になりました。誕生日祝い有難う
御座います。
●中原　勲君／誕生日祝ありがとうございます。
●小福田　博君／先日の養父髙𠮷幸生の葬儀に関しましては、
会長をはじめ、多くの会員の方々に御参列いただき、誠にあり
がとうございました。土日をはさみ、多少は落ち着きましたので、
本日から通常態勢といたしました。これからもよろしくお願い
いたします。

公式訪問前のクラブ協議会
次 回 例 会　平成28年9月26日（月）

会  長  の  時  間 丸山　　修

　今日はロータリー会員の三つの義務
についてお話ししようと思います。
　と言いますと、会員だけが一方的に
義務を負わされて被害者の様ですが、
他方、クラブ、地区、ＲＩにも同じく
会員に対する義務もあり、これについ
ては、別の機会に譲りたいと思います。
　今日は、池畠出席委員長が温めていたであろう、話
を一足先にさせて頂くこととなったのではないかと思
います。申し訳ありません。
　また内容も初歩的なことです。釈迦に説法で「そん
なことはもう知っているよ」と声が聞こえてきそうで
すが、お許しください。

例会の出席　　
　ロータリーは、まず「例会出席から」といわれてい
ます。鹿児島中央ＲＣ定款第９条に、出席に関して書
かれていますが、その第１節には、「各会員は本クラ
ブの例会（後略）に出席するものとする」とあります。
例会への出席は、ロータリークラブの会員の義務の一
つになっています。
　会員が、ある例会に出席したものとみなされるには、
その例会時間の少なくとも６０％に出席する（後略）
か、欠席をメークアップしなければならない。（例会
の前後１４日以内に、他クラブの例会出席、他の会合

等への出席等）詳しくは定款に詳しく書いてあります
ので、ここでは省略します。

会費の納入　　
　ロータリークラブの会員は会費を納入する義務があ
ります。
　所定の期限後３０日以内に会費を納入しない会員に
対してはクラブ幹事が書面で催告をして、その後１０
日以内に会費が納入されなければ理事会の裁量で会員
身分を終結しても差し支えないことになっているよう
です。

ロータリー雑誌の購読　　
　国際ロータリー（ＲＩ）の機関誌はＲＩ世界本部で
発行している「ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＩＡＮ」です。ロー
タリー雑誌の購読は、例会出席、会費の納入と合わせ
て会員の義務の一つになっています。
　日本では日本語で発行している「ロータリーの友」
が国際ロータリーから指定されているロータリー地
域雑誌です。「ロータリーの友」は１９５３（昭和２８）
年１月に創刊、１９８０（昭和５５）年７月号から国
際ロータリーの公式地域雑誌（現ロータリー地域雑
誌）に指定されました。各地域雑誌がウエブサイト
を開設していますが「ロータリーの友」でも
「www.rotary-no-tomo.jp」を開設しロータリーの内外
に向けて情報を発信しています。

中央・東・北　ロータリークラブ合同例会
18：30～ レンブラントホテル鹿児島

前回例会出席率
77.36%

９月本日のプログラム 基本的教育と識字率向上月間／Ｒの友月間
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情報集会第１班 　　　　　　　  　　 　 報告者　高岡　和也君
　第一班の情報集会は８／３０に稲留会員が運営
する『ごはんのじかん』にて開催されました。
　出席メンバーは林、橋元、森園、池畠、前迫、石崎、
新納（にいろ）、高岡、そして丸山会長にも参加し
て頂き、全員で９名でした。世話人の林会員、補佐
の橋元会員の働きにより序盤から活発な意見交換が
行われました。というより序盤で、早々に終了して
しまったような気もしますが、、。今回のテーマは『ひまわり会について』
ということですが、なぜか最も、テーマにふさわしくないであろう自
分が発表をすことになりました。ある会員からは、結婚もしてないも
んが発表なんかしたらいかん。とのお叱りをうけましたが、私も好き
でこれまで未婚なわけではありませんのでご容赦願います。
　発表ついてですが、ノート一杯に様々な貴重な意見を書き留めたの
ですが、それをすべて読み上げてしまいますと、２班以降の発表者が
『もう先に言われました』と発表することがなくなってしまいますので、
私なりに重要ポイントをしぼって簡単にまとめました。
　それは、ひまわり会を今後もっと活性化させるには、ひまわり会の
奥様方にどうこうお願いするのではなく、これだけ出席率に厳しい
ロータリーアンの方々が、最初は強引にでも奥様方を誘うということ
です。要するに、ロータリー会員がひまわり会に奥様を連れてくると
いう情熱が必要であると思います。その第一歩として、１０月２２日
の４０周年記念事業に多くの奥様方が来ていただくことが重要かと思
います。良い事を言ってるつもりですが、この話を熱弁しても、いま
は自分自身が他人事になってしまっていますので、私もひまわり会の
メンバーを増やし活性化すべく、なんとか１年以内には結婚できるよ
うに励みます。

情報集会第２班 　　　　　　　　　   　 報告者　川路　理幸君
８月３０日（火）
第２班＝川路、深野木、尾堂、里、福山、是枝

　レディースデー例会に関するアンケート結果の資
料と、以前のひまわり会の活動内容など参考にして
話し合いました。
　レディーズデーへの出席率の低下が目立ち、出席
していただけるようにするにはどうしたらよいか。ということで上げ
ていただいた意見です。
○案内を奥様へちゃんと渡していただく。
○どなたの奥さまかわかないので、レディスデーの席は設けずに、
夫婦同伴席にする。
○以前はひまわり会の中で会長をおいていたということでしたの
で、取りまとめの方を決めて新入会員の方への案内やお誘いなど
お声かけいただく。
○毎回イベント内容を変える。
○会費の金額を安くするか、無料にする。
○２週目の結婚祝いと一緒にする。（これにはスマイルのコメント
がつまらなくなるのでどうかな？という意見もありました。）等
でした。

　今年度はレディスデーが事業に組み込まれているので無理なのです
が、次年度以降の意見として
○「レディースデー」という名前をやめて、家族会のように参加し

やすい「ファミリーデー」とし、家族どなたでも出席できる方に
きていただく。
　　これは「ファミリーデー」は出席しやすいという意味だけでな
く、会員が女性だった場合、「レディースデー」という名前はど
うでしょうか？という意見が上がったからというのもあります。
○もし可能であればラウンドテーブルの間口を広げていただいて、
夫婦参加できる形もいいのではないでしょうか。等の意見が上が
りました。

　奥さま方には「レディースデー」に出席していただき、「ひまわり会」
の活性化にも繋げていだたきたいのですが、女性間のお付き合いはデ
リケートで難しいところもあるようです。２班から上がった意見にも
「無理強いはいけない」など気遣いが多くみられました。
　女性間で早く親しくなってい
ただきたい気持ちではあります
が、こういう集まりが苦手な方
もいらっしゃるので無理のない
お誘いと出席で、何より奥さま
自身が楽しめる「レディース
デー」「ひまわり会」になってほ
しいと思います。

情報集会第３班 　　　　　　　  　　　  報告者　大坪　泰三君
第３班：重久・丸元・小原・本村・竹添・逆瀬川・池

脇・加島・大坪（世話人）以上９名

　第３班の情報集会は第５班の世話人三島さんか
らのお誘いで、８月３１日「イベント電車」に乗っ
ての開催に相乗りさせて頂きました。
　私自身、鹿児島の市電に乗るのは初体験でとて
もいい機会になりました。
　３、５班の皆さんと丸山会長、吉田幹事、ゲスト参加者総勢２３名、
天文館電停出発、谷山電停折り返しの約１時間３０分の電車のミニ旅
を、池畠会員のご協力のお陰もあり豪華に楽しく過ごすことができま
した。只、電車に乗っている我々は酒を飲んでいい気になってワイワ
イ騒いでいる訳ですが、時々停まる電停におられる乗車待ちの仕事帰
りの方々からすれば、「このおっさん達は、赤い顔して何騒いでいるん
だろう？」と異様に見えたのではないかと思った次第です。
　こんな状態でしかも、みんな窓側を向いているためまともな話し合
いは当然にできなかった訳ですが、谷山電停のトイレ休憩の時間を
使って、３班、５班ごちゃまぜに何人かの方に発表して頂きましたの
でいくつかご報告致します。
○「ひまわりの会」の活動を活発にする＝レディースデイ例会への
出席を活発にするには…ということでの意見発表をして頂きまし
た。
＜非建設的な意見＞
・まず、そもそも「ひまわりの会」のことを知らない。
・自分の出席率があまり良くないので、奥さんに言えるはずが
ない。

・面倒くさい。
・自分が会長になった時以来、「レディース会」の出席率が下
がったような気がする。
　責任を感じている。という自虐発言あり（小原会員）

＜建設的な意見＞
・だんながレディース会への出席を根気よく説得する。
・「例会」という呼称は堅苦しいので「ランチ会」としてはど
うか？

・退会された会員の奥様、亡くなられた会員の奥様に声を掛け
てみてはどうか？

ｅｔｃ

　まとめとして、「ひまわりの会」を活発にする、レディース例会の出
席者を増やすためには、何かひと工夫して出席し易い環境つくりが必
要、と感じました。

情報集会第４班 　　　　　　　  　　 　 報告者　田中　和俊君
日　時　平成２８年８月２３日（火）
　　　　１８時３０分～２０時３０分
場　所　ふぁみり庵はいから亭　与次郎本店
出席者　世　話　人　新名主
　　　　補　　　佐　石塚
　　　　メ ン バ ー　尾立　肥田木　宇都
　　　　　　　　　　下村　志賀　田中
　　　　メーキャップ　吉田幹事　小福田　中間

１．世話人開会挨拶（新名主）　テーマ趣旨説明があった。
２．テーマ「ひまわりの会について」
①ひまわりの会の以前の活動について、入会歴の長い会員から説明
があった。
・バス旅行など、ひまわりの会として独自の活動をしていた。
・主要メンバーのご主人が亡くなったり退会され、自然と活動が
縮小している。

②田中よりひまわりの会規定について簡単に説明があった。
・鹿児島中央ロータリークラブ会員の夫人をもって組織するが、
入会は自由である点。

・顧問、会長、副会長、会計を置くことになっている点。
・以前はその年度のロータリーの会長、幹事の夫人が中心となっ
て活動していた。

・現状、役員は不在であり、平成２５年１０月をもって会計は閉
鎖され、事務局預かりとなっている。

③テーマについて各会員より下記のような意見が出された。
・ロータリー会員が、奥様にレディスデー例会への出席を、頭を
下げて頼み込む。

・参加したくなるような卓話者の選定、企画を考える。
・自分の妻は、ロータリーに出席することについて恥ずかしがっ
ている。

・自分がひまわりの会なのか、レディスデー例会がどういうもの
なのかわからない。

・ひまわりの会として紹介されるのがとても嫌だと言われた。
・若い会員の奥様は子育てで忙しく、子育てが終わっても親の介
護で忙しい。

・例会では夫人の席を会員の隣にしたらどうか。
・無理やりにでも役員を決め、独自の活動をしてもらう。
・案内がはがき一枚なので、内容やメニューの案内をもう少し工
夫したらどうか。

・入会３年未満のひまわりの会を開催したらどうか。
・会長幹事だけでなく、親睦委員会や年輪会、ロータリー情報委
員会も活用して、活性化のお手伝いをしたらどうか。

３．まとめ
　４班単独開催でしたが、１１名参加をいただきました。いろいろな
ご意見をいただき、大いに盛り上がりました。以前のように役員をき
ちんと置き、独自の活動を企画していただけるといいのですが、まず
はレディスデー例会への出席を増やすことを目指すことになるので
しょうか。「もう二度と行きたくない！」とおっしゃったという某会
員の奥様が出席していただけるような、楽しいレディスデー例会にし
ていけたらと思います。最後に、会場を提供していただき、お支払し
た金額以上のおもてなしをしていただいた、肥田木会員に感謝いたし
ます。

以　上

情報集会第５班 　　　　　　  　 　　　 報告者　清水　真二君
○８月３１日（水）　１８時３０分より市電イベン
ト電車にて開催いたしました。
○３班・５班の合同開催という形で開催いたしました。
○天文館より谷山まで往復の貸切市電で一時間半
という時間でなかなか忙がしい開催となりまし
た。空き缶の回収、ごみの回収を行いながらで大
変でした。
○今回、今後ひまわり会が如何にして活性化、参加人数を増やせるか
について議論いたしました。
○ひまわりの会に参加して頂いている方からのご意見
・音楽の会は楽しく参加させて頂いている。食事もおいしく頂いて
いるが量より質を上げて欲しい。もう少しゆっくり食べたい。

・健康・観光などのプログラムがあればいい。
○あまり参加できていない方のご意見としては
・家事が忙しくて参加できない。
・出しゃばりたくないので出にくい。
・きっかけがあれば参加したい。
　などのご意見を頂きました。
○３班５班として沢山のご意見を頂きました。
・食事会を計画して一度顔合わせをした方が参加しやすくなる。
・「例会」という名前が硬い。「ランチ会」の名称の方が良いのでは。
・ひまわりの会の開催回数が少ない。納涼会・クリスマス会は参加
者が多い。

・会員の皆様が出ろと強引にすすめて欲しい。
・イケメンな会員を増やせばひまわり会は活性化する。
・ひまわり会を辞めた会員をもう一度誘ってみてはどうか？やめた
人でもロータリーを懐かしんでいる。

・ロータリーの方からＯＢ、ＯＧに案内を出してみる。
・めんどくさい・気を使う
・名前が悪い「ゆりの会」はどうか？
・楽しいひまわりの会が出来るよう中央ロータリーがモデルであり
たい。

　最後に、大坪・三島、両世話人は仕事が忙しい中準備が大変だった
と思います。参加者一同より感謝いたします。

情報集会第６班 　　　　　　　　  　　　  報告者　青﨑　彰君
メンバー：吉村、尾辻、平山、武田、青﨑、稲留
開 催 日：８月２９日（火）　ごはんのじかん
テ ー マ：「ひまわりの会」について
○ひまわりの会の目的、発足の経緯
・周年記念事業並びに友好盟約クラブとの交流
等で、ご婦人方の協力が必要で、細やかなお
もてなし等で活躍してもらった。

・女性会員がいない時期に「ひまわりの会」ができた。
○会員から見た現状
・ひまわりの会の会長の持ち回りはきついのでは。
・ひまわりの会に女性会員は入れない。
・レディースデーの日に、女性会員の位置がない。当日戸惑いを感
じることがある。

○改善策
・プログラムに工夫を。最近音楽系が多くなっている幅広いテーマ
の講和を。

・席が「ひまわりの会」の方だけで固まっている。バラバラ若しく
はご主人の横など。新しい方は話をする機会がなく、もくもく食
事をされ、講和
をきくだけに
なっていないだ
ろうか。

・レディースデーを
廃止し、女性会員
の伴侶が来られ
てもいいのでは。
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テーマ 「ひまわりの会について」


