●田中 知俊君／結婚記念祝いありがとうございます。毎年お
伝えしてますが、平成10年10月10日10時10分に入籍しました。
その時の気合もどこへやら毎年特にお祝いもしてません。今年
は22年目。何かしたいと思います。
●宮脇 謙舟君／誕生祝いありがとうございます。50になりま
す。
●松元 まや君／先日歯車会に初めて参加させて頂き、敢闘賞
を頂きました。ありがとうございます。ゴルフを始めてコース

扉を開ける勇気を 変化を感じる勇気を持とう

は３回目で、どんどんうまくなっていってます。なんちゃっ
て。これからもがんばります。
●小福田 博君／誕生日祝、ありがとうございます。65才にな
り、前期高齢者の仲間入りです。今後は、年令相応の落ちつい
た生活に努めるつもりですので、天文館で私を見かけても、声
をかけず、暖かく見守ってください。

令和２年10月12日

ホルガー・クナーク

●会 長 加島 繁 ●副会長 橋元 隆 ●幹 事 高岡 和也 ●編 集 広報・雑誌・IT委員会（公共イメージ）

本 日 の
プログラム

ゲスト卓話＝「薩摩琵琶で引き出す朗読の魅力」
もちだひろこ様、辛島由紀様
加島

誕生日お祝い

第1983回例会

2020～2021年度 国際ロータリー会長

10月５日のスマイル 小計 21,000円 2020〜2021年度 累計 113,490円
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繁

皆さんこんにちは、本日はご案内の通り第
2730 地区の風呂井ガバナーに公式訪問いただ
きました。さらに第 2730 地区副幹事、園田泰
治様もお越しいただいております。心より歓
迎申し上げます。
また、野井倉ガバナー補佐におかれまして
も中央ロータリーには複数足を運びいただき、心より感謝申し
上げます。風呂井ガバナー、園田副幹事はこのコロナ禍の中、
奄美中央から始まり、宮崎地区、鹿屋地区など精力的に訪問さ
れ、今回で 44 か所目になっております。
本日から鹿児島分区 12 クラブを訪問されるとの事で、鹿児
島中央ロータリークラブが市内ではトップバッターとなってお

結婚記念御祝

経済と地域社会の発展月間／

10月 米山月間

前回例会出席率

94.29%

ります。
先ほど 11 時 30 分から１時間、会長、幹事、会長エレクト懇
談会も無事終わり、高岡幹事、橋元会長エレクト懇談会も風呂
井ガバナーのビジョンが分かり有意義な話し合いになりまし
た。
風呂井ガバナーの「不易流行、ロータリーの基本を堅持し、
変化に適応するクラブを」当クラブとして「扉をあける勇気と、
変化を感じる勇気を持とう」をスローガンに歴史と伝統を守り
つつ変化を少しずつ取り入れながら、前に進んでいかなければ
ならないと感じております。
風呂井ガバナーにおかれましては、今後も多くのクラブ公式
訪問の予定がありますのでくれぐれも健康に留意され、今後と
もご指導いただきますようお願い申し上げます。

ガバナー公式訪問
2020－21年度公式訪問

ガバナーアドレス
ＲＩ第２７３０地区

ガバナー

第 2730 地区副幹事

園田

泰治 （そのだ

たかし）様
（鹿屋西 RC）
やすはる）様
（鹿屋西 RC）

第１９８

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：
第 2730 地区ガバナー 風呂井 敬（ふろい

回例会記録

2
鹿児島市内Ｂグループ ガバナー補佐
野井倉 洋豪（のいくら よしひで）様（鹿児島東南 RC）
食
事：「百万ドル食事」 ・ 「本日の演奏」
会長の時間：会長 加島 繁君
誕生日お祝い：宮脇 謙舟君（13 日）
・小福田 博君（28 日）
（バースデーソング）2 名
結婚記念御祝：岡部 龍一郎君（６日）
・髙栁 大輔君（７日） 10
田中 和俊君（10 日）・竹添 寛君（24 日）
中原 勲君（25 日）・石塚 俊雄君（31 日）
会務報告：幹事 高岡 和也君
１）本日の配布
①週報 ②月信 10 月号
２）市内ＲＣ会長・幹事会 10/6（火）18：30 ～
山形屋１号館社交室
参加者⇒海江田パストガバナー、加島会長、高岡幹事
３）RCC 例会 11：00 ～ リンクビル９階

月５日（月）

10/11（日） 指名出席者⇒竹添・一番ヶ瀬 各会員
10/25（日） 指名出席者⇒丸元・宮脇 各会員
８）次週 10/12（月）例会プログラム ゲスト卓話＝
「薩摩琵琶で引き出す朗読の魅力」
朗読家 もちだ ひろこ様、
薩摩琵琶演奏者 辛島 由紀（からしま ゆき）様
次々週 10/19（月）例会プログラム
ゲスト卓話＝「鹿児島ユナイテッドの挑戦」
鹿児島ユナイテッド代表 徳重 剛（とくしげ つよし）様
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：第 2730 地区ガバナー 風呂井 敬（ふろい たかし）君
「ガバナーアドレス」

ゲスト卓話＝鹿児島ユナイテッド代表 徳重
「鹿児島ユナイテッドの挑戦」
出席率
第1982回例会
前々回（9月14日）の補正

会員数
54名
54名

出席数
33名
35名

2730地区 2020-21年度地区運営方針
【 １．RI会長テーマ「ロータリーは機会の扉を開く」の推進 】

風呂井 ガバナー

ロータリーのビジョン表明
世界で、地域社会で
そして自分自身の中で

変化を生むために
人びとが手を取り合って
持続可能な良い

次回例会 令和２年 10 月 19 日（月）
剛様

出席報告
94.29%
100%

風呂井 敬

行動する世界を目指しています

例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

【地区ビジョン】
2730地区はロータリーの基本理念を理
解して、これを達成するために地区内
ロータリークラブがロータリーの変化を受
け入れ、ロータリーの未来を導く魅力あ
る楽しく元気なクラブづくりを支援する。

〒892-0828 鹿児島市金生町3-13-5F
TEL.099（223）9366・FAX.099（239）3504

メール
kchuorc@bi.wakwak.com
ホームページ http://kagoshimachuo-rc.jp/

クラブ協議会発表
■里

良男（会員増強委員長）
これまで歴代会員増強委員長が会員数60名
を目指して取り組んできました。
2007年の57名、2012年の58名をピークに、
未だ会員数60名の達成が出来ておりません。
会員増強については、その年度の会長・幹
事、会員増強委員長が一所懸命取り組んでき
ました。

◇なぜ、会員増強が必要なのか
・どんな組織でも企業でも、何もしなければ自然に退会者や退
職者が出る。
・ロータリークラブでは、会員の転勤もあり、亡くなる人もい
ます。
・組 織の運営上、会員が少ないと負担が大きい。(金銭的に、
人的に）
・周年事業などが難しくなる。など数々の障害が出てきます。

会員増強は、委員長だけが一所懸命動いてもなかなか成果は
上がりません。
そのためには、会員全員が会員増強の必要性を認識して、常
に周囲にアンテナを張って情報収集に努める必要があります。
前年度も、私が委員長をさせてもらいました。
会員の皆さんから情報収集をすべく、入会候補者リストのア
ンケートを配布しましたが、アンケートの回収はゼロでした。
そこで、私が関係している幾つかの団体のメンバーに声を掛
けました。
その中、幸いにカナダプレイスの岩下社長には入会して頂き
ました。
その後、4名の方をリストアップし、アプローチしておりま
すが、あいにくの新型コロナ騒ぎで現在は中断しております。
そんな中、私のところライオンズクラブからの誘いがありま
した。
入会促進のリーフレットをもってこられました。
そこで、中央ロータリークラブでもリーフレットを作成すべ
く、前年の幹事の川路さんに渡してあります。
中央クラブには、ロータリーを紹介するリーフレット類はあ
りません。
会員増強が必要ということであれば先ずは、ロータリーをア
ピールするための資料が必要です。
入会までには至らずとも、すべての会員が周囲に対し中央
ロータリークラブのリーフレットの配布をするくらいの努力が
必要です。
私もこれまで3名の方に入会してもらいました。
しかしながら2名の方は入会後、短期間で辞めてしまいまし
た。
そこで退会するに至った理由を聞いてみました。
・例 会以外に出席が多くて忙しすぎた。（仕事に支障があっ
た。）
・入 会して何もわからないのに、いろいろ役を押し付けられ

た。
・会社では自分が人に指図する立場、ロータリーで若い人から
指図されるのは面白くない。
会話の中で、以上のような意見を聞くことが出来ました。
考え方は人ぞれぞれで退会は仕方ないことですが、入会して
もらうまでには大変な苦労があるわけです。
入会後、会員が辞めないように全員の気配りが必要ではない
かと考えております。
◇今年度の事業計画
１．会 員募集のための「クラブ紹介リーフレット」を作製す
る。
２．会員からの入会希望者情報を収集し入会促進を図る。
３．ベストフレンドとして、例会に招待し入会促進を図る。
４．特に女性会の入会促進に注力する。
『会員増強は組織に新しいエネルギーをもたらす・・・』を
理念のもと、会員の協力をもらいながら会員数60名の達成を図
りたい。
会員の皆さんのご協力をお願いします。
■ 坂元

直人

みなさん、こんにちは。「クラブビジョ
ン、戦略計画について」というタイトルで私
の方で報告をさせて頂きます。
加島会長からも直々にお願いがございまし
たので、私の方で担当させて頂きます。
私どものクラブには現在、「戦略計画委員
会」が設置されておりませんが、今回のテー
マは「戦略計画委員会」の担当になる分野であり、先ず、「戦
略計画委員会」の立ち上げをしないと始まらないことになりま
す。
次年度の橋元・下村年度の年次総会（令和２年１２月）にお
きましては、「戦略計画委員会」の設置と、委員会の構成をご
検討頂きたいというのが私からのお願いになります。
地区の発行された資料を拝読しますと、この「戦略計画委員
会」というのは近い将来の戦略計画を基礎として、クラブの具
体的なビジョンを策定することが求められる委員会のようで
す。
簡単に申し上げますと、流れに任せてクラブ運営をするので
はなく、１年後、２年後、３年後の我がクラブの姿を思い描い
て、具体的なビジョンを事前に策定し、そのビジョンに沿った
クラブ運営をすべきだということになります。
地区の資料を拝読しますと、地区においては５ヶ年計画を立
てておられ、女性会員・40歳未満会員の増加目標、例会出席率
の向上目標、ＲＬＩ参加率の向上、オンライン等による会議率
の向上等の目標数値を１年後、５年後というスパンで計画をさ
れておられます。
本年度はコロナ禍の真っただ中にあり、本年度は当初、例会
の開催すらままならず、ラウンドテーブル、学習会もなかなか
開催できず、セ釜山ロータリークラブ、高校生交流等の重要行
事も実施ができる見通しがありません。
コロナ禍で会員が著しく減少してしまっては、戦略やビジョ
ンどころではなくなってしまうところであり、本年度・次年度
の当面のビジョンは「会員の減少に歯止めをかけ、現状をでき
るだけ維持する」ということにあるのではないかと思っており
ます。

そして、次年度の年次総会で戦略計画委員会をきちんと立ち
上げ、次年度におきまして前年度にできておりました事業を少
しでも再開をできるようにするのが次のビジョンになるのでは
ないかと思っております。
我がクラブは、セ釜山ロータリークラブとの姉妹盟約に基づ
く交流、那覇西ロータリークラブとの友好盟約に基づく高校生
交流、会津若松西ロータリークラブとの友好盟約に基づく交流
等、長年に渡って有意義な事業を続けてきております。
コロナ禍で現在、交流や事業の実施ができない状態が続いて
おりますが、このような状態が何年も続いてしまいますと、交
流が完全に途絶えてしまう可能性もあり、この点を最も憂慮し
なければならないように思います。
次年度は我がクラブが今までやってきた事業を少しでも再開
できるようにビジョンと計画を立てることが必要ではないかと
いうのが私の意見です。
地区が立てておられるような５ヶ年計画につきましては、我
がクラブで戦略計画委員会を立ち上げ、我がクラブの現状の基
盤が維持でき、コロナ禍がある程度解消をできてから着手して
も遅くはないというように思っております。
以上で、私の報告を終わらせて頂きます。
■ 春山

慶次郎
３年未満会員のロータリーへの期待
３年未満会員を代表しまして、ロータリー
への期待を述べさせていただきます。
現在、鹿児島中央ロータリーには3年未満
会員が17名いますが、入会動機や社会人とし
ての経験も三者三様であります。当然なが
ら、ロータリーへの期待も各人毎に違ってき
ますが、入会当初共通する事として、ロータ
リーの事がよく理解できていないという事です。例えば、ロー
タリーの概要や、目的、日々の活動状況、組織体系やロータリ
－独特の名称などです。これらは、出席を重ねていけば、よく
理解できる事ばかりですが、理解できていない状況の中で自然
と足が遠のいていくことも多々あると思います。私も入会当初
は足が遠のきそうになりましたが、何とかこの1年間欠席する
ことなく過ごす事ができました。その支えになったのは、先輩
会員の様々なご指導のおかげであります。簡単な事でも親切に
教えていただき、ゆっくりではありますが、活動状況が少しず
つ理解できるようになりました。
又、会を通じて会員の皆様と懇親を持ち、少しずつ居心地が
よくなってきているのを感じとれます。
ロータリーを知らない人たちは、ロータリーに入会したと言
うと決まって出席が大変でしょうと言われます。私も最初はそ
う思っていましたが、入会後1年を経てその感覚は全くなくな
りました。
そのような状況の変化の中で、ロータリーへの期待というも
のが少し見えてきた感じがします。
ロータリーに入会した事により、たくさんの人との交流が図
れている事が最大の成果ではないかと思います。活動を通じて
プライベート（ゴルフ等）の拡がりもできています。
まさに、好意と友情を深められる場であると感じました。難
しい事は考えずに、交流を深める事で様々な職業の方との出会
いの機会を得たいと思います。その先に、活動を通じてロータ
リーの概念や目的を学べると期待しています。
四つのテストは入会して最初に出会った言葉でした。
１．真実か どうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるか どうか

「真実、公平、好意と友情、みんなのために」の言葉は人と
して社会人としての道標になる言葉であると思いました。言う
は易し行うは難しですが、職業を通じて実践していきたいと思
います。
最後になりますが、今後とも我々3年未満会員のご指導をよ
ろしくお願いいたします。
■ 宮脇

謙舟

本年度の出席委員長を務めています宮脇で
す。本日は「出席率向上に向けて」考えを発
表させて頂きます。
まず大事な事は、ロータリークラブ、ロー
タリアンにとって例会出席が奉仕活動の第一
歩であると言う事です。クラブ定款にも出席
の義務が謳われています。実際には適用され
た会員はいませんが、出席率の悪さや連続欠席により強制退会
の規定もあります。例会で必ず出席報告があるのも例会出席を
重視している為です。
毎月のガバナー月信に２７３０地区の各クラブの出席率が記
載されています。以前は中央クラブの出席率はかなり良く、
ホーム出席率が市内分区で１番も良くありました。本年度は新
型コロナウイルスの影響で判断出来かねますが、ここ数年、少
し落ちてきている様です。
「出席率向上に向けてどうすれば良いか」ですが、やはり第
一に例会、卓話の充実だと思います。卓話の内容が充実する事
により、例会への出席意欲も高まる事と思われます。
また、人間関係も大事です。私も例会に出席する一番の理由
はツーリングやゴルフの日程調整やお誘いです。
ただ例会に参加して他の会員と会話も無いままであれば物足
りないです。出席委員会としても新入会員の方へは積極的に声
掛けをして行きたいと思います。新入会員の方でクラブに馴染
む前に出席出来ない状況が続いた場合に、出席しづらくなる事
もあるでしょうから、推薦者や出席委員会で欠席が続いている
会員に、世間話がてら状況確認の電話をしたいと思います。新
型コロナで本日の学習会も急遽中止になりましたが、やはり夜
にゆっくり会話が出来るラウンドテーブルや学習会も懇親を深
め、仲間になるために重要です。こちらも今迄あまり参加され
ていない会員や新入会員の中には自分が行っても良い物だろう
か、と思われる事もありますので、声掛けをしていきます。
結論としましては、まず例会、卓話を充実したものにする
事、それから会員同士のコミュニケーションをとる事につきる
と思います。そしてロータリーの例会は当然に出るもの、と意
識してスケジューリングの上位に位置づける事によって出席率
も向上すると思います。例会出席は義務でもありますが、ロー
タリアンとしての大切な権利でありますので、是非、皆様も今
後とも例会出席をお願い致します。

●海江田 順三郎君／風呂井ガバナーご一行の公式ご訪問を心
から歓迎申し上げます。風呂井ガバナーとは以前、市町村教育
委員会の連絡会議でお会いしていたことを懐かしく存じます。
●石塚俊雄君／一頃は７人の孫に囲まれ賑やかな時もありまし
たが、夫々中高生となり寄り付かなくなりました。夫婦２人で
自適の生活です。結婚53年になります。お祝い有難う御座居ま
す。
●中原 勲君／25日で、結婚40年になります。年初より家内か
ら、「40周年はルビー婚よ」とプレッシャーをかけられて、結
局山形屋で、ルビーの指輪を買うはめになりました。

