扉を開ける勇気を 変化を感じる勇気を持とう
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2020～2021年度 国際ロータリー会長

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

年男

２月

年頭所感
加島

繁

2730 地区の 2020-21 年度クラブ会長会議が 1 月
30 日（土曜）に WEB 会議で開催されました。
全国のロータリークラブでは初めての試みだそ
うです。
今回は、会議時間が土曜日の 13 時 30 分から
15 時 30 分までと決められていましたので、自宅
のパソコンで参加しょうと思い、ノートパソコン
ではない為カメラ、マイクを購入して臨みました。
初めての事で少々不安でしたので、早めの 12 時過ぎに ZOOM、
ID 番号を入れましたが、まだ回線起動しておらず、13 時 15 分頃
各クラブからの映像が映り、音の部分をミュートにしたり解除し
たりしながらシュミレーションして待ちました。
参加者は、各会長 48 名代理 15 名その他 11 名計 74 名でした。
13 時 30 分、地区幹事の北山さんの進行で、風呂井ガバナーの挨
拶から始まり、続いて、各クラブの前期活動報告、後期活動計画
について各クラブ会長、代理者の発表となりました。
延岡ロータリークラブから宮崎地区、鹿児島地区の順で始まり、
会議の途中で「聞えますか」とか「緊張しています」とか「ミュー
ト解除して下さい」などの声が聞こえてきたりして、新しい事へ
チャレンジするときの新鮮な感覚を覚えました。
クラブによっては音が出なかったり、映像が途切れたりなどア
クシデントもあり、終了時間が 30 分オーバーしましたが、初めて
の WEB 会議は 68 クラブにとって良い経験になったのではないで
しょうか。
私も、初めて一人で ZOOM を立ち上げましたが、高岡幹事を中
心に理事会で積極的に取り組んで体験していましたので、スムー
ズに参加できました。
ここからは、新型コロナ感染拡大による活動に関する調査の回
答が届いていましたので発表します。
2020 年 7 月から 12 月までの例会開催状況として 100% 〜 75% 開
催したクラブは 76%。50% 〜 75% が 21%。50% 以下の開催クラブ
は 3% でクラブ休会が 87% あったということでした。
2020 年 7 月〜 12 月までの例会の運営はリアルでの開催 83%。ハ
イブリット（リアル、WEB）を活用しての開催 17% となっています。

平和と紛争予防 /
紛争解決月間

前回例会出席率

68.63％

例会開催に際して実施されていること（具体的に）クラブ独自
の対策行動指針を作成。検温、消毒、マスク着用、換気等。ソー
シャルディスタンスの確保、（座席配置の工夫やアクリル板などの
活用）。
歌の唱和や握手の中止。例会時間の短縮。例会食事のお弁当対
応（持ち帰り、例会場支援につなげる）。ゲスト、ビジターのお断
り。行動調査票の記入。コロナ感染の欠席について出席免除扱い。
ZOOM を活用しての例会参加。となっています。
2021 年 1 月の例会開催の現状について当初予定回数の対応クラ
ブ 割 合 は 100% 〜 75% 開 催 は 36%。50% 〜 75% 開 催 は 9%。50%
以下開催したのは 20% と言うことで休会については 64% のクラブ
が休会ありと回答しています。
続きまして、今後の例会のあり方についてはオンラインの活用
を検討する。食事なしの例会。例会時間の短縮。地域の感染拡大
状況によっては例会中止の判断をする。
夜例会を昼例会へ変更。
また、例会を含めた活動の見直しで消滅した経費については、ク
ラブの活動資金として充当は 59 クラブの中で 33 賛成。寄付を含
む活動資金に充当は 59 クラブの中で 10 クラブの賛成。会員へ還
元（クラブ会費の減額、会員への返却）59 クラブの中で 8 クラブ
賛成。その他は 7 クラブ賛成。奉仕活動の実践について、例年の
奉仕活動を継続実施しているは 59 クラブの中で 16 クラブ。例年
通りの奉仕活動は困難であるは 59 クラブの中で 44 クラブ。新た
な奉仕活動を企画・実践、医療従事者支援事業を予定するは 59 ク
ラブの中 12 クラブが考えているとのことです。
調査の回答は以上です。
風呂井ガバナーは会議の中で、各クラブがコロナ対策について
苦労していることへの労をねぎらわれ、活動できない時間に、新
ためてロータリークラブについて学ぶ機会にしてほしいとし、ロー
タリー活動については、色々な形を模索しながら活動に取り組む
ことを推奨されています。
当クラブも長引くコロナ禍にどのように適用していくか、見直
しや効率化を改めて感じた WEB 会議でした。
会長の時間を終わります。

クラブ奉仕フォーラム

例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

〒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/

ロータリーのビジョン声明

私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、
そして自分自身の中で、持続可能
な良い変化を生むために、人びとが手を取り合って行動する世界を目指して
います。

本ガイドについて

目的地にたどり着くために地図が必要となるように、
クラブや地区が目標とビジョンの達成に向けて行動するには戦略計
画が必要となります。
ロータリーで実施した調査によると、戦略計画を立て、
それを実行しているロータリークラブでは、
そうし
ていないクラブと比べてより活発であり、会員の満足度も高いことが分かっています。

スマイル発表

出席報告

長期的な優先事項と、
クラブの戦略的ビジョンを支える年次目標を立てるために本ガイドをご利用ください。本ガイドは、
ロータリークラブとローターアクトクラブによる使用を想定した資料ですが、地区にとっても役立つ資料となります。

戦略計画立案プロセスの概要
第1段階：
現状分析
クラブの現状は
どうか？

第2段階：
ビジョンの作成
どのようなクラブになり
たいのか？

• 取り組むべき戦略的課題 • クラブが実現したい特徴
を5～7つ挙げる
を特定する
• クラブの長所と短所を
把握する

• ビジョン声明をつくる

• 会員の満足度とニーズを
調べる

第3段階：
計画の作成
どのようにビジョンを
実現できるか？

第4段階：
進捗の確認
目標への進み具合は
どうか？

• 戦略的優先事項を定める • 年次目標に向けた進捗を
確認する
• 年次目標を立てる
• 目標を達成できなかった
• 活動項目、実施期日、
場合、
その理由を特定す
必要なリソースを挙げる
る

• 地域社会にある機会と
課題を特定する

連続出席表彰

• 行動計画を見直し、調整
する

●椨 重吉君／メンバーの中で一番遠いのではないのでしょうか。
その中で連続出席表彰を受けられる事は幸せです。
●本坊 修君／ 2 年連続出席有難うございます。岡部会員と同格
に扱わないで下さい。
●池畠 泰光君／当社役員会によりまして、創業 50 周年を境に社
長の交代を行ないました。代表取締役社長には常務の池畠丈二を
就任しました。私は代表取締役会長に就任致しました。事をお伝
えしてスマイルします！今後ともご支援ご指導を賜りますようお
願い申し上げます。
●宇都 和治君／このごほうびがあるから止められません。雨に
も負けず風にも負けず夏の暑さにも負けず頑張ります。
●志賀 啓一君／誕生日祝いありがとうございました。先週出席
できず失礼しました。先日卓話したとおり、年男の 48 歳です。ち
なみに昨日は大河ドラマ「麒麟がくる」の最終回でしたが、織田
信長は満年齢に換算すると、48 歳の誕生日の２日前に本能寺の変
に遭ったようです。とりあえず信長よりは長生きできましたが、
光秀と同一人物説のある天海僧正は 100 年生きたといわれている
ので、それを目指して頑張ります。
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はじめよう
• 元・現・次期クラブリーダーから成る戦略計画立案 • さまざまな意見を集めるために、多様な経験や専門知
識を有するクラブ会員に参加してもらう。
チームを編成し、
クラブの目標達成を支える計画を立
• ロータリーの公式な戦略計画のビジョンを反映させた
てる。
クラブのビジョンを作成する。
• ロータリアンではない人やローターアクター、
または
リーダーの役割を担っていないクラブ会員に、戦略計 • 地区およびロータリーの戦略計画に沿ったクラブ目
標を立てる。
画立案会議の進行をしてもらう。

第1段階:現状分析 — クラブの現状はどうか？
クラブの長期的目標を立てる前に、
以下を行うことが重要です。
• 会員からの意見を基にクラブの長所と短所を特定する。
• 地域社会のリーダーと会合し、
地域社会にある機会と課題を特定する。
戦略的課題の特定
クラブで取り組みたい重要な課題や問題は何ですか。戦略的課題とは、
戦略計画の立案
を促すものであり、
具体的な解決策や決定を必要とするものです。戦略計画においてどの
ような課題に取り組みたいのかを考えましょう。
会員に次のような質問を尋ねてみましょう。
• 会員を増やし、
現会員の積極的な参加を促すために、
何ができるでしょうか。
• 多様な人の関心を引きつけるために、
何ができるでしょうか。
• 地域社会の多くの人にクラブの活動に参加してもらうために、
何ができるでしょうか。

ヒント
方 向 性を
定めるために、これ
までのクラブの戦 略
計画を参考とし、｢クラ
ブの健康チェック」を
利用して現状を分析す
るとよいでしょう。

２月8日のスマイル 小計 16,000円 2020〜2021年度 累計 393,098円

戦略的課題
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月 日
（月）

本日の曲目：愛の賛歌・ふるさと・糸

第１９９ 回例会記録

ロータリーソング：「それでこそロータリー」
職業宣言唱和：３・４
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長 加島 繁君
会務報告： 幹事 高岡 和也君
１）本日の配布 ①週報 ②ロータリーの友
③抜萃のつづり
リーダーのネットワークへ | アイデアを広げる | 行動する rotary.org/ja/strategicplan
２）2021-22 年度版ロータリー手帳を購入されたい方は、２
月 19 日（金）までに事務局までお申し出ください。1
冊 660 円。お渡しは 5 月下旬頃になります。
３）鹿児島東ＲＣとの合同例会開催について（ＦＡＸ予定）
日時：３月 11 日（木） 18：30 ～
場所：サンデイズイン鹿児島
４）鹿児島東 RC 合同ゴルフコンペの出欠は２月 19 日 ( 金）
までに事務局へ FAX にてご返答ください。
日時：３月７日（日） ９：２０集合（９：52 スタート）
場所：溝辺カントリークラブ
５）RCC 例会 2/14（日） 11：00 ～天文館松山通りリンクビル 9 階
指名出席者：坂元 ( 直）・園田 各会員
６）次週 ２/15（月）例会プログラム
卓話：会員卓話＝「年男 年頭所感」
中原 勲君、中間 貴志君、坂元 次郎君
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次々週２/22（月）例会プログラム ゲスト卓話
一般社団法人チェスト連合代表理事 薩摩剣士隼人制作総監督
外山 雄大（とやま たけひろ）様
出席報告：出席委員会 連続出席表彰
→ 椨 茂吉君（25 年）、宇都 和治君（12 年）、
本坊 修君（2 年）
スマイルボックス：親睦委員会
3 分間情報：友のみどころ→広報雑誌・ＩＴ委員会
点鐘：閉会点鐘 会長 加島 繁君
クラブ奉仕フォーラム
司会進行：橋元委員長
グループディスカッション
「クラブ戦略計画委員会設置とクラブビジョン策定について」

次回例会 令和３年２月 22 日（月）
ゲスト卓話＝「コロナから始まる僕の冒険」
一般社団法人チェスト連合代表理事
薩摩剣士隼人制作総監督 外山 雄大 様
出席率
第1997回例会
前々回（1月25日）の補正

会員数
54名
54名

出席数
35名
36名

出席報告
68.63%
76.60%

演奏：入来慶子

