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■ 鹿児島東ＲＣ会長　木浦　学様
　水金地火木土天海冥、というと惑星の並
びですね。もちろん皆さん御存じですよ
ね。でも、ちょっと前に「冥王星が惑星で
なくなった」というニュースがあったのを
覚えてらっしゃるかと思います。惑星でな
くなったらどうなったのかしら。
　冥王星自体は当たり前ですが無くなって
いませんし、地球と同じく昔からずっと太
陽の周りを回っています。水金地火木と地球から目視で見
える惑星は古代ギリシャの時代から知られていました。望
遠鏡が発達すると天王星、海王星が発見され、1930 年に冥
王星が発見されて水金地火木土天海冥が惑星と言われるよ
うになるのです。
　20 世紀後半に入ると天体観測が発達しするとともに、冥
王星も最初に考えられていた質量よりもはるかに小さく、
月よりも小さいことがわかってきました。2005 年には冥王
星の外にエリスという冥王星より少し大きな天体が発見さ
れ、これを冥王星の次の 10 番目の惑星にしましょう、とい
う話が持ち上がりました。
　しかし、火星と木星の間の小惑星帯にはケレスという大

きな小惑星がすでに発見されていましたし、クワオアーや
セドナという天体も太陽の周りを回っている天体としては
大きい方で、エリスを惑星に入れるならばそれらの星も惑
星に入れるべきだろうと、惑星の数を増やそうという話に
なっていきました。
　惑星の定義が特になかったので、景気よく惑星を増やせ
ばよかったのですが、国際天文学連合は惑星の定義を 2006
年に決め、水金地火木土天海は惑星、惑星より小さな天体
を準惑星として、冥王星を準惑星の仲間に入れて惑星でな
くなりました。（本当の定義はもっと難しく書いています）
これが先述のニュースですね。
　この惑星の定義は曖昧なもので論争になっているそうで
すが、人間の論争を横目に太陽系の天体はずっと回り続け
ています。
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新入会員自己紹介 57.69%

　みなさん、こんばんは。本年度、鹿児
島中央ロータリークラブの会長を務めさ
せて頂いております坂元です。
　東ロータリークラブの会員の皆様方と
は初めてお会いする方も中にはおられる
かもしれませんので、簡単に自己紹介を
致します。
　鹿児島中央ロータリークラブに入会を
致しましたのは平成 20 年４月７日であり、今年で 12 年目
に入りました。
　2012 年～ 2013 年度の川畑会長年度で幹事を務めさせて
頂いております。職業分類は弁護士になります。
　本日は東ロータリークラブとの本年度、初めての合同例
会の開催日となっております。
　先週の土曜日に歯車会が予定されていたのですが、当ク
ラブの加島副会長が当日の朝早々に中止という決断を下さ
れ、今回の歯車会は流れてしまいました。
　結果的に当日は雨は殆ど降らず、何故、中止にしたんだ
ろうと思われた方もおられると思いますが、台風の進路や
雨雲や雷のことなどもあり、参加者に何かあったらいけな
いという加島副会長のご決断とご理解下さい。
　当日は、椨さんだけがどうしても連絡が付かず、心配に
なった私はゴルフ場まで出向きました。せっかくゴルフ場
まで来たんだからということで、雨でも雷でも回りそうな
方に声をかけ、プライベートでゴルフをさせて頂きました。
　次回の歯車会は３月になりますが、是非とも多くの方々
にご参加を頂き、今回流れた分も含めて盛り上げて行きた

いと考えておりますので、どうぞ宜しくお願いします。
　７月１日から新年度がスタートを致しましたが、当クラ
ブは本年度の喜島ガバナーの５つの活動計画のうち、「女性
会員が 10％未満のクラブは、女性会員を 10％以上に増強し
て下さい。」という活動計画を目標にすることに致しました。
　現在、当クラブには４名の女性会員がおられますので、
今年度中にあと２名の女性会員を増やす計画を立てて、実
行に移せるよう会員の皆様方のお力をお借りしたいと思っ
ております。
　あと、当クラブの本年度の目標としてはクラブ会員を 60
名まで増やしたいというのを二番目の目標にしております。
　当クラブの「クラブのあゆみ」を見ましたところ、当ク
ラブが最も人数が多かったのは今から 24 年前になるようで
あり、記録上、24 年前は期首で 71 名の会員がいたようです。
　幸いにも当クラブは本年度、何人かの新入会員の方々に
ご入会を頂きまして、９月にご入会を頂きます方を含めま
すと、57 名の会員数には持って行けそうな予定です。
　本年度中にあと３名の方にご入会を頂きますと、会員数
60 名を達成でき、60 名の達成ができた場合、2006 年７月
期首依頼、実に 13 年振りの出来事となりますので、会員の
皆様方におかれましては、ご協力下さいますようお願い申
し上げます。
　本日は短い時間ではございますが、東ロータリークラブ
の会員の皆様方と楽しい時間を過ごし、懇親を更に深めた
いと思っております。
　女性会員の増加と会員増強は両クラブに共通したテーマ
だと思いますので、本日の例会がこの点についての意見交
換の場にもなればと思っております。
　以上で会長の時間を終わります。
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９月 基本的教育と識字率向上月間
／ロータリーの友月間

鹿児島東ＲＣクラブ合同例会

新入会員：畑野昌作君

坂元　直人



■ 情報集会３班　　　　　　　　　　　　　　高岡　和也
　我が３班では、坂元会長にもご参加い
ただき、ベテラン会員、要職歴任者が多く、
序盤から活発な意見が飛び交い、積極的
な意見が交わされ大変有意義な情報集会
となりました。世話人の村上会員も、資
料を作成されてこられており、他のクラ
ブがどのようにして女性会員を増やす工
夫をされているかをまとめて来られてお
りました。
　その内容を紹介したいと思います。
『女性会員を増やすヒント』
＊クラブ会員のコンセンサスをはかる
＊�クラブが嫌えんしない、女性が嫌えんしないクラブ環境
＊女性会員を増強委員長や委員に任命する
＊会費や例会の時間帯を検討する
＊わかりやすい広報で理解を得る
＊女性会員の活動の場をつくる
『女性会員・若い会員入会促進のアイディア』
＊�女性や若い会員をクラブや地区の増強委員長に任命
＊�女性や若い会員の活動できるプロジェクトをつくる
　ということでした。最終的には、やはりピンポイントで
具体的に誰を入会候補所者にあげ誰がアプローチをかける
かが必要である。
　途中、会員拡大委員長の里会員も参加され、各会員３名
のご紹介をいただき会員増強をはかろうとアイディアもあ
り、クラブ全体で、積極的に動けば目標はクリアできるの
ではないかと感じました。

■ 情報集会４班　　　　　　　　　　　　　　濵上　直軌
　４班は、坂元会長、丸元会員、神野会員、
宇都会員、濵上会員の５名で女性会員増
強について話し合いました。
　鹿児島中央ロータリークラブには女性
会員が４名所属しており、女性会員には
比較的に恵まれているクラブであると意
見が出ました。
　当クラブは女性会員で退会した会員は
少なく、女性会員の居心地がいいのではないかということ

で、現在所属している女性会員に女性経営者のコミュニティ
を利用して鹿児島中央ロータリーの居心地の良さを PRし
てもらい、増強に努めていただくという結論に至りました。
　女性会員 1割の目標は個人的に非常に高い目標だと感じ
て女性経営者の比率等を調べたのですが、全国平均が 7.8％、
鹿児島県が 7.5% でした。鹿児島中央ロータリーの女性会員
の比率は約 7.5% で鹿児島県の女性経営者の比率と同じです
ので中央ロータリーはかなり善戦しているのではないかと
思います。
　稲留会員、素晴らしい場所と美味しい食事を提供して頂
きありがとうございました。非常に有意義な時間でした。

■ 情報集会５班　　　　　　　　　　　　　　高柳　大輔
　我々５班では以下の３点の意見があり
ました。
　１．�なぜ女性会員の拡大が必要なのか？

今一度、趣旨をきっちりと説明して
もらいたい。

　２．�「法人会の婦人部」であれば、ロー
タリーを理解してもらいやすいので
はないか。

　３．�経営者に女性が少ないので貴重な機会を逃さない。「話
があった時に日頃から声を掛ける様に心がける。」「女
性と知り合いになったら声を掛ける。」など普段の努
力が大切。

　当クラブの女性会員は４人で、しかも２人は幹事と出席
委員長とポイントとなる要職に就いている。アピール度は
高いが 10％にすることが指令である。
　あと２名を目標に強い決意で挑戦する。

■ 情報集会６班　　　　　　　　　　　　　　栫　浩多郎
　今回の情報集会では、テーマとして「会
員増強」について話し合われました。川
路幹事がグループに入っていただいてい
たこともあり、女性会員の増強について、
深く、そして活発な議論がなされました。
まずは、女性経営者が経営する業種につ
いて、エステサロンや美理容、飲食やウェ
ディングに関連する職種が多いというこ
とでした。次に、女性経営者が多く在籍する団体はどこか
という点について、商工会議所の女性部会が１番多いとい
うことを殆どの会員さんが感じられているようでした。最
後に、女性にとって魅力ある会とはどんな会かという議論
になり、具体例として２点ありました。１点目は女性会員
の会費減額、２点目は食事のスピードなどを女性に合わせ
るといった内容でした。
　テーマの「会員増強」について最後に深く議論になった
点として、入会したいという会風や仕組みについてもあら
ためて考える必要があるとの話になりました。

ロータリーソング：「それでこそロータリー」
会長の時間：鹿児島中央ＲＣ　会長　坂元　直人君
　　　　　　鹿児島東ＲＣ　　会長　木浦　　学君
入会式：畑野　昌作（はたの　しょうさく）君
　　　　⑴推薦者の言葉　坂元　直人君
　　　　⑵会長よりバッジ贈呈
　　　　⑶新入会員挨拶⇒勤　務　先：畑野労務管理事務所　所長
　　　　　　　　　　　　職�業�分�類：社会保険労務士・行政書士
　　　　　　　　　　　　所属委員会：親睦
会務報告：幹事　川路　理幸君
鹿児島中央ＲＣ
１）本日の配布　　①週報　　②新入会員候補者用紙
２）配布しております新入会員候補者
　　・大迫　哲也（おおさこ　てつや）様
　　　⇒鹿児島相互信用金庫　常務理事
　　・福留　幸一郎（ふくどめ　こういちろう）様
　　　⇒三洲堂テーラー　㈱メイフェア　代表者

３）RCC例会　9/22（日）11：00～　場所：リンクビル９階
　　指名出席者⇒本坊・神野　各会員
４）今後の予定⇒　9/16・23（月）は祝日の為休会です。
　　次の例会⇒９/30（月）　例会プログラム　
　　会員卓話=新入会員自己紹介
　　畑野　昌作君、大迫　哲也君、福留幸一郎君
鹿児島東ＲＣ：幹事　上野　欣一君
鹿児島中央ＲＣ：出席委員会
鹿児島東ＲＣ：出席委員会
委員会報告：鹿児島東ＲＣ社会奉仕委員長　上村　邦典君

次回例会　令和元年10月７日（月）
地区大会後のクラブ協議会

出席率 会員数 出席数 出席報告
第1952回例会 55名 30名 57.69%
前々回（８月26日）の補正 54名 48名 92.31%
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情報集会報告

※紙面の都合により２週に
　わけて掲載しております。


