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前回例会出席率

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　井福　博文様

（都城西 RC）
　　　　　　　　第 2730 地区副幹事　外山　俊明様

　　　　（都城西 RC　直前会長）
　　　　　　　鹿児島市内 B グループガバナー補佐　

宇都　和治様（鹿児島中央 RC）
食事：「百万ドル食事」・「本日の演奏」　　
会長の時間：橋元　隆君　　　　
誕生日お祝い：神野　洋介君（2 日）・川畑　英樹君（9 日）
　　　　　　　下村　哲也君（12 日）・林　良昭君（18 日）
会務報告：幹事　下村　哲也君
１）本日の配布　①週報　
　　　　　　　　② 2021-2022 年度　年次計画書・報告書
２）8 月 3 日（火）市内 RC 会長幹事会　18：30 ～　
　於：サンロイヤルホテル
　出席者⇒宇都ガバナー補佐、橋元会長、下村幹事
３）8 月 28 日（土）納涼家族会⇒中止
４）RCC 例会　8/8（日）11：00 ～　リンクビル 5 階（呉服町 1-18）
　指名出席者→坂元 ( 直）・岩下　各会員
５）次回例会について
　9/20（月）　休日の為休会
　9/27（月）　会員卓話「新入会員自己紹介」　宇井　英信君
　※例会を欠席される方はお早めに事務局までご連絡ください。

出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員
卓話：第 2730 地区ガバナー　井福　博文君
　　　「ガバナーアドレス」
※例会終了後　クラブフォーラム
開会　司会：高岡　和也君
１）点鐘　会長　橋元　隆君
２）発表　議長　橋元　隆君
　①クラブの奉仕への取り組み状況と意識について

　田中　和俊君
　②クラブの強みと弱み（クラブが抱えている問題）について

下村　哲也君
　③クラブの強みと弱み（クラブが抱えている問題）について

高岡　和也 君
３）総評　ガバナー　井福　博文君 
点鐘　会長　橋元　隆君

次回例会　令和３年10月11日（月）

ゲスト卓話＝米山記念奨学生
　　　　陳　珂雨様

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2020回例会 53名 38名 92.68%
前々回（7月19日）の補正 53名 38名 84.44%
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をとりいれることが注目をされておりますが、ここではマイ
ロータリーアカウントの数で我がクラブの IT 指数というもの
を計りたいと思います。我がクラブのアカウント所有者は 11
名 /53 名となり 20.75% で、2730 地区の平均が 35.69% となっ
ており、約 15% ほどビハインドしている結果でした。これか
らの時代は、クラブを運営していく中でデジタル化は避けては
通れない項目になると思いますので、マイロータリーの登録を
しロータリーの情報を自らとりにいったり、最近流行の LINE
やフェイスブックなどの SNS ツールを使って情報発信をした
り、リモート会議ツールの ZOOM などに慣れていく必要があ
るかもしれません。
⑤出席率に関して

6 月の月信のデータを参考にすると、4 月の我がクラブの
ホーム出席率は 67.48% でした。鹿児島市内 12 クラブの平均
が 63.8% でこちらには上回ってますが、2730 地区の平均が
68.62%、となり地区平均と比べると 1% ほど下回った状況で
した。ほぼ平均というところでしょうか。ただ宮崎県内クラ
ブの出席率はこのコロナ禍においても、宮崎県北部地区平均
82.57%、宮崎県中部地区 71.02%、宮崎県西部地区 82.62%、宮
崎県南部地区 64.88% と高水準になります。昨年度は、クラブ
によって出席ルールが異なったりするところもあったので単純
な数字では比べられませんが傾向としては宮崎県地区が鹿児島
県地区よりもよい

結果となっております。
⑥ガバナー、市内グループ代理 / ガバナー補佐の輩出に関して

中央クラブ 45 年の歴史において、ご存知の通りガバナーは
1996-1997 年度に海江田パストガバナーを 1 名輩出しておりま
す。ガバナー補佐は、実は今期の宇都ガバナー補佐で、中央ク
ラブから 10 人目の輩出となりました。45 年でガバナー 1 名、
補佐 10 名というのは素晴らしいのではないでしょうか。

そろそろ 2 人目のガバナーも出てくるかも知れませんね。
⑦平均年齢について

アセンブリーによると 18-19 年の坂元・川路年度の時の平均
年齢が 60.96 歳、今は 1 歳ずつ足して 62 歳くらいになると思い
ます。創立年度からみていくとやはり順調に高齢化の一途をた
どっている傾向となります。

実は歴代で一番平均年齢が若かったときは、創立年度の 1977
年になり 47.16 歳というのがもっとも若い年度になります。自
分の勝手なイメージですが、ロータリークラブというのは、ど
ちらかというと本業に成功を果たし、時間に余裕のある 100 戦

錬磨のベテラン社長や会長の方々の集まりというイメージが
あったのですが、中央 RC においては、当時、現役バリバリの
先輩たちが作ったクラブだったのだと改めて思い知らされ、感
心させられました。

まとめになりますが、数字やデータから見た我がクラブは、
会員数が多く、会員同士の仲が良く出席率も高く、それでいて
歴史もあり、ガバナーやガバナー補佐も数多く輩出している、
素晴らしいクラブであることが分かりました。その一方で課題
としては、女性会員や若い会員の増強をともなう会員拡大、デ
ジタル IT 化への対応、などであると感じました。

最後になりますが、やはり最終的には会員の皆様が協力し合
いクラブを盛り上げたいという気持ちが何よりも一番大事だと
思います。今後とも皆で仲良く協力をして魅力のなるクラブと
なるように頑張っていきましょう。以上です。

●橋元　隆君・下村哲也君／井福博文ガバナー、外山俊明地区
副幹事、宇都和治ガバナー補佐の来会を心から歓迎致します。
●海江田　順三郎君／井福博文ガバナーご一行の公式訪問を、
心より感謝し、歓迎致します。
●神野　洋介君／誕生日祝い頂き有難うございました。本日古
希を迎えました。体調がイマイチです。
●川畑　英樹君／誕生日祝いありがとうございます。だんだん
誕生日がうれしくない年になりました。
●平山　勢津子君／今日はガバナー訪問という大切な日でジャ
ケット着用の日に忘れてユニクロのカーディガンをきてしまい
ました。ここにおわびいたします！
●ラウンドテーブル（国際奉仕委員会）／ 7 月 26 日（月）に
ごはんのじかんにて、今年度はじめてのラウンドテーブルを開
催いたしましたのでスマイル致します。宇都、尾辻、加島、下村、
田實、田中、橋元、松元、宮脇、稲留、坂元（直）の計 11 名です。

８月２日のスマイル　小計 23,424円　2020〜2021年度　累計 102,424円

令和３年10月4日　第2022回例会

週報 No.

本日は、先程ご紹介した通りガバナー公式
訪問でございます。後ほどガバナーアドレス
を約２５分間していただけるということで楽
しみにしております。

井福ガバナー、宜しくお願いいたします。
また、本日は 100％出席例会になっておりま

す。池畠出席委員長をはじめ出席委員会の方々
には、大変ご尽力いただきました。ありがとうございます。こ
の後の出席報告を楽しみにしております。

クラブフォーラムでは、田中会員、下村会員、高岡会員によ
る発表があります。皆様ご承知の通り、題材は「クラブの奉仕
への取り組み状況と意識について」「クラブの強みと弱み（ク
ラブが抱えている問題）について」です。皆さん、この機会に
中央ＲＣの事をよく理解し、クラブがより活性化するよう頑張
りましょう。

最後にガバナーに 10 分ほど総評をしてもらいます。宜しく
お願いいたします。

さて、会長の時間ですが、東京オリンピック第 2 弾というこ
とでお話ししたいと思います。連日のように柔道・体操・ソフ
トボール・水泳・野球・サッカー・卓球・ゴルフ・フェンシン
グ等、日本勢が大活躍しております。柔道の混合団体はフラン
スに負けましたが、金メダルの数は過去最高だということです。
体操男子は惜しくも銀メダルでしたが、男子総合では 19 歳の
橋本大輝選手が見事金メダルを獲得しました。

ソフトボールは決勝で上野・後藤両選手が好投し、16 年振
りの金メダルでした。

水泳では 400 ｍ、200 ｍ女子個人メドレーで大橋悠依選手が
見事２冠を達成しました。卓球では、水谷・伊藤の混合ダブル
スが新種目で金メダルを取り、フェンシングは、男子エペ団体
で金メダルでした。男子ゴルフでは、松山英樹選手が４位 T
という事で、惜しくも銅メダルを逃しました。野球・サッカー
は今後楽しみです。

自国開催とあって、多くのメダルを獲得していますが、まだ
あと一週間あります。我中央 RC のテーマの様に、愛をもって
応援をしていきたいと思います。

以上

1995

本日の曲目：いのちの歌・春よ来い・「レミゼラブル」より　ひとりぼっち 演奏：入来慶子

ガバナー公式訪問

ガバナーアドレス
国際ロータリー第 2730 地区　カバナー　井福　博文

今年度の RI 会長はインド、カルカッタ - マ
ハナガル・ロータリークラブのシェカール・
メータさんです。

メータ会長はロータリーの原点である「超
我の奉仕」というロータリーの標語に大きな
感銘を受け、常に人生の羅針盤としてこられ
ました。この言葉は、人びとを思いやり、分

かち合うことの大切さを教えてくれました。自身にとって奉仕
とは、自分よりもほかの人のことを先に考えることです。私達
には、自分よりも先に、人のことを考える心構えがあるでしょ
うか ?　ロータリアンである私たちにとって大切なのは、それ
だけです。

多くの奉仕プロジェクトに係わり、奉仕に目覚めたことで私
は単なるロータリークラブ会員から、ロータリアンになった。
と自身の経験を語られ、奉仕にはロータリアンの DNA がある
と話されました。

ほかの人のために生き、世話をし、奉仕することで誰かの人
生を豊かにすることは、自分の人生の最高の生き方です。アル
バート・アインシュタインが言ったように、「誰かのために生
きてこそ、人生には価値がある」のです。「奉仕は誰かの人生
だけでなく、自分の人生も豊かにする」と話されました。

従って、今年度は、人びとのために奉仕し、その人生をより
豊かにするために援助することを、呼びかけられました。この
理由から、2021-22 年度の国際ロータリーのテーマを「奉仕し
よう みんなの人生を豊かにするために（Serve To Change 

Lives）」と発表されました。
会員増強は引き続き、最も大きな課題です。

「Each one Bring one」。17 カ月間にたった一人を入会さ
せるよう、各クラブ会長及び全会員にお願いをして下さいと要
請されました。私達自身が模範を示し、また地区内のクラブ会
長にも模範を示してもらうことを要請されました。

これを全てのロータリアンが実行すれば、おのおのが「変革
者」となり新たにロータリアンとなる人の人

生を永遠に変えることになるのです。この大きな夢に向かっ
て行くには、計画を立て、目標を定め、その

目標を達成するようロータリアン各自にインスピレーション
を与えて、やる気を引き出すことです。

その目標とは、会員を増やしてロータリーの参加者基盤を広
げるという目標、世界に奉仕を通してより大きなインパクトを
もたらすという目標です。地区のロータリアンおよびローター
アクターと目標を分ちあい、「もっと行動し、もっと成長する」
ための意欲を喚起するという大きな役割を担います。「もっと
行動し」とは、より大きなインパクトをもたらす奉仕プロジェ
クトを意味します。「もっと成長する」とは、会員を増やし参
加者の基盤を広げることを意味します。私たちは、「もっと行
動してもっと成長する」、そして「もっと行動する」ために「もっ
と成長する」 という持続可能な好循環が必要なのです。

次年度の焦点の一つは「女子のエンパワメント」です。
ロータリーの中核的価値観の一つは「多様性」です。ロータ

リーの DEI（多様性、公平さ、開放性）に対する信念を表した
公式声明もあります。多くの場合、女子は不利な立場（差別・
不利益・機会の欠如・児童婚）に置かれることが多く、私たち
が女子のエンパワメントに取り組むことが重要です。当然ロー
タリーはすべての子供に奉仕しますが、特に「女子」に焦点を
当てます。世界各地で女子は多くの問題に直面しており、ロー
タリーはこうした女子が抱える問題に取り組み、それを和らげ

橋元　隆

92.68％
会員卓話「アメリカ生活の思い出」
　　　　　　　　　　　　福山　泰広 君

経済と地域社会の
発展月間／米山月間10月



るように導くことができます。未来の女性リーダーの成功に必
要な手段を与えてほしいと述べられました。

女子の教育、健康、経済的発展を確保してよりよい機会の為
のスキルを与える

もう一つの焦点は、「ロータリー奉仕デー」の実施です。
ロータリーの活動を世界に示し、ロータリアン一人一人が

ロータリーのブランド大使となるよう奨励されました。また全
クラブが参加するように要請されました。

ロータリーの重点分野に 7 番目の新しい分野「環境の保全
と保護」が追加されます。

次年度からは環境の保全と保護に補助金が使えるようにな
る。

最後に私達には奉仕し、みんなの人生を豊かにするパワーと
魔法があります

奉仕し、みんなの人生を豊かにしていこうではありませんか !
以上が RI 会長のテーマ趣旨です。
2021-22 年度の地区のスローガンは「ロータリーの原点に立

ち、誇りと自信を持って行動しよう !」といたしました。基本
方針、地区活動計画につきましては、クラブの年次計画書に詳
しく掲載いただいていますので、そちらを 1 度といわず 2 度 3
度お読みいただきますようお願いいたします。

クラブフォーラム

鹿児島中央ロータリークラブの奉仕への
取り組みと意識について

副会長　田中　和俊

井福博文ガバナーのガバナー公式訪問にあ
たり、「鹿児島中央ロータリークラブの奉仕へ
の取り組みと意識について」ご報告したいと
思います。

我が鹿児島中央ロータリークラブは、1977
年 1 月に鹿児島ロータリークラブをスポンサー
クラブとして設立されました。チャーターメ

ンバーは 30 名。初代会長は大津篤造パストガバナーでありま
す。1981 年、鹿児島中央ローターアクトクラブを設立。1983 年、
会員の夫人の会であるひまわりの会発足。1984 年、韓国のセ
釜山ロータリークラブと姉妹盟約を締結。1987 年、創立 10 周
年に際し鹿児島東ロータリークラブを設立。1991 年県内初の
プロバスクラブを設立。1997 年、会津若松西ロータリークラ
ブと友好クラブ盟約を締結。2002 年、那覇西ロータリークラ
ブと友好クラブ盟約を締結。2020年、鹿児島大学アカデミーロー
タリークラブ設立。創立記念式典も、10 周年、15 周年、20 周年、
25 周年、30 周年、35 周年、40 周年と開催してきました。そし
て本年度が創立 45 周年となります。

5 大奉仕の活動としまして、まずはクラブ奉仕であります。
会員増強委員会は常に会員増強を目指し活動しております。昨
年度は久しぶりに「鹿児島中央ロータリークラブご案内」と
いう入会希望者向けのパンフレットを作成しました。今期も、
ベストフレンドの日を設けて積極的に取り組む予定でありま
す。また通常の例会の充実も図っております。コロナ過の中、
ZOOM による例会参加も可能とし、極力、例会を続ける努力
をして参りました。プログラム委員会の尽力により外部卓話も
充実したものとなっております。8 月の納涼家族会、12 月の忘
年家族会、3 月または 4 月の観桜会と親睦委員会の尽力で毎回
楽しく開催しております。広報雑誌 IT 委員会による週報の発
行、ホームページの充実もはかっております。出席委員会も出
席報告に工夫を凝らし、100 パーセント出席例会を上期と下期
で設定し、取り組んでおります。ロータリー情報委員会は年に
6 回学習会を開催し、会員がロータリーについて学ぶ機会を作っ
ております。

次に職業奉仕であります。例会時に職業宣言を唱和し職業倫
理の理解と実践に努めております。また、「目立たない職業ひ
とすじに永年、地域社会に奉仕した市民を表彰する」という目
的のもとに職業奉仕賞を 1979 年に設けて、現在まで継続して

おります。昨年度は、2 月に南日本新聞大明丘販売所の勤続 50
年の新福ナヤミ様を表彰させていただきました。また会員の職
業奉仕への理解という観点から、年に 1 回職場訪問例会を開催
しております。昨年度は新型コロナウイルス感染防止の観点か
ら、職場訪問はせずに、鹿児島県弁護士会の新倉哲朗会長に卓
話をしていただきました。

次に社会奉仕であります。RCC「犬猫と共生できる社会を
めざす会鹿児島」様の活動に対する支援を行っております。具
体的には、チャリティーカレンダーの購入、譲渡会への参加が
主なものになります。交通安全啓蒙活動として、交通安全協会
様への例会での講演をお願いし、協力を行っております。また
昨年度は、11 月に鹿児島市社会福祉協議会への障害者スポー
ツの支援・普及のため重度の障害者もボッチャを楽しめるよう
ボッチャランプ（ボールを投げることができない場合などに使
用する勾配具）を寄贈し、協議会が管理運営する心身障害者総
合福祉センターに配置していただきました。また、一昨年度ま
で、鹿児島乳児院の子供たちへのクリスマスプレゼント事業も
9 年間続けて参りましたので、今後も検討していきたいと思い
ます。他にもこども食堂への支援など取り組んでいきたいと思
います。

次は国際奉仕であります。主な活動は、姉妹盟約を締結して
おります韓国のセ釜山ロータリークラブとの交流になるかと思
います。毎年 7 月の会長離就任記念式典にはたくさんの当クラ
ブ会員が釜山へ参ります。また周年事業の中で両クラブが協力
して WCS 事業を行うなど、世界平和推進のための国際交流を
進めております。また、現在、米山記念奨学生として陳珂雨（チ
ンカウ）さんを受け入れております。鹿児島大学農学部で学ぶ
留学生の陳さんは、「日本そして鹿児島との友情を深め、世界
平和交流やロータリーの意志を受け継いでいきたい」とおっ
しゃっています。

次に、青少年奉仕であります。鹿児島中央ローターアクトク
ラブのサポートということになりますが、残念ながらここ数年
会員不在で、活動休止中であります。しかしながら、鹿児島
大学アカデミーロータリークラブの協力を得て、鹿児島大学の
学生を中心に会員募集を図る予定で打ち合わせを進めておりま
す。

他のクラブの活動としましては、鹿児島東ロータリークラブ
との合同ゴルフコンペ、合同例会も開催し、親子クラブ間の交
流も深めております。昨年度はコロナ過で中止となりましたが、
例年、11 月には那覇西ロータリークラブと協力して、高校生
交流も開催しております。交流委員会の尽力により、鹿児島市
の樟南高等学校と沖縄尚学高等学校の生徒間の交流もさらに発
展していくものと思います。ロータリー財団委員会もポールハ
リスフェロー、ベネファクター 2 名以上達成を目標に掲げて実
行しております。

以上、当クラブの奉仕への取り組みを紹介致しましたが、歴
代の先輩ロータリアンが築いた鹿児島中央ロータリークラブの
歴史と、ひとつひとつの奉仕活動を大切にしながら、時代に合っ
た奉仕活動を模索していき、今後もロータリーの精神に従った
クラブ運営をしていきたいと思います。

クラブの強みと弱み（クラブが抱えている問題）について
幹事　下村　哲也

１．はじめに
クラブの強みと弱み、すなわちクラブの現

状につき、当クラブでは、昨年度、例会にお
いてグループディスカッション及びグループ
毎のアンケートを実施しました。

この結果を踏まえ、当クラブの現状、強み
及び弱みにつき、報告致します。

２．満足度
「本クラブの会員であることにどのくらい満足しているか」

に対し、満足している 2 グループ、ある程度満足している 1 グ
ループでした。
３．本クラブの会員、例会、雰囲気について
「例会は時間を費やす価値があると思う」「クラブは、新会員

がすぐに打ち解けられるよう配慮している」「会員は互いへの
思いやりを持っている」「クラブは、地元地域の職業 / 人口構
成を反映している」「クラブは、各会員の関心、スキル、スケ
ジュールに応じてできるだけ活動に参加するよう呼びかけてい
る」「寄付・募金活動の量は適切である」等、本クラブの会員、
例会、雰囲気についての質問に対しては、ほとんどの回答が「そ
う思う」「ある程度そう思う」でした。

ただし、「クラブは、地元地域の職業 / 人口構成を反映して
いる」との質問に対する評価は、「どちらとも言えない」の回
答もあり、相対的に低い結果でした。

また、意見として、「既存会員の声掛け」「女性会員の割合を
高めたい→目標 6 人（10%）」というものがありました。
４．例会について
「国際ロータリー最新情報の紹介」「長さ」「交流に充てる時間」

「職業のネットワークづくり」「主題の多様さ」「場所」「例会曜
日と時間」「食事や飲み物」「講演者とプログラム」に関する質
問のうち、「長さ」「職業のネットワークづくり」「主題の多様さ」

「場所」「例会曜日と時間」「講演者とプログラム」の回答は「非
常に良い」「ある程度そう思う」でした。

一方、「国際ロータリー最新情報の紹介」「交流に充てる時間」
「食事や飲み物」に対する回答は、「まあまあ」の回答が最多で
あり、相対的に低い評価でした。
５．奉仕プロジェクトについて
「奉仕プロジェクト（全般）の数」「社会奉仕プロジェクトの

数」「国際奉仕プロジェクトの数」については全グループが「ちょ
うど良い」、
「奉仕プロジェクトはよく運営されている」「クラブは奉仕プ

ロジェクトを通じて世界または地域社会に貢献している」「奉
仕プロジェクトへの参加は私にとって意義がある」の質問につ
いては、全グループが「そう思う」と回答しています。
６．クラブのコミュニケーションと対応
「会員に十分な連絡が行われている」「クラブは会員の声に十

分耳を傾けている」「クラブは会員からの意見やアイデアを積
極的に募っている」「クラブは会員の意見やアイデアに基づい
て運営されている」「本クラブの変化のスピードは適切だと思
う」「クラブは会員のニーズに合わせて手続きや規定を更新し
ている」、いずれも「そう思う」「ある程度そう思う」との回答
でした。
７．会員であることの価値
「私はクラブで歓迎されていると感じる」「クラブを通じて貴

重な人脈づくりができる」「クラブでは私の才能・スキルを生
かす機会がある」「会員としての経験は、会費を支払う価値が
ある」「ロータリー会員としての経験は、時間を費やす価値が
ある」「私がロータリー会員であることの価値を家族も認めて
いる」「私がロータリー会員であることの価値を友人も認めて
いる」「ロータリーを通じて地域のために貢献できる」「ロータ
リーを通じて世界のために貢献できる」のうち、「私がロータ
リー会員であることの価値を友人も認めている」以外の項目に
ついては、ほぼ「そう思う」「ある程度そう思う」でしたが、
「私がロータリー会員であることの価値を友人も認めている」

については、「どちらとも言えない」が最多で、相対的に低い
評価でした。
８．クラブへの参加
「私は、クラブの行事に家族、友人、同僚をよく誘う」「私は、

資格ある候補者に入会を誘っている」「私は、クラブの活動 /
プログラムに頻繁に参加している」「私は、当クラブを誇りに
思う」のうち、「私は、クラブの活動 / プログラムに頻繁に参
加している」「私は、当クラブを誇りに思う」については、「そ
う思う」「ある程度そう思う」でしたが、
「私は、クラブの行事に家族、友人、同僚をよく誘う」「私は、

資格ある候補者に入会を誘っている」については、「どちらと
も言えない」「あまりそう思わない」の回答でした。
９．会員が払う費用
「クラブ会費」「例会の会費」「ニコニコ / ごめんなさいボッ

クス」「クラブ賦課金 / 特別会費」「奉仕活動用に求められる募
金」「ロータリー財団のために求められる寄付」、いずれも「ちょ
うど良い」の評価がほとんどでした。

ただ、意見として、「いろんな経費（寄付）が会費に含まれ
ているのはどうか。」「会費が安いと勧誘しやすい。」「食事につ
いては、もう少しおいしい食事にしてほしい（予算をあげて）」
というものがありました。
10．総括

以上の調査結果を踏まえますと、当クラブに関し、会員の満
足度は高いのではないかと思われます。

一方、課題としては、
⑴　会員増強による地元地域の職業 / 人口構成の反映
⑵　女性会員の割合向上
⑶　国際ロータリー等、当クラブ以外のロータリー情報の共有

の強化
⑷　会員相互の交流の強化（会員の家族を含む）
⑸　例会における食事・飲み物の充実
⑹　地域社会におけるロータリークラブの認知度の向上
⑺　会費の検討

等がアンケートにより浮き彫りとなりました。

クラブの強みと弱み（クラブが抱えている問題）について
SAA　高岡　和也

私は、昨年度を幹事を務めて以前よりもロー
タリークラブに対する知識はついたと思いま
すが、言われてみると我がクラブの現状がど
うなのかと問われれたときに的を得た答えが
出来るかと言うと正直「まあまあ良いと思い
ます。」と曖昧なことしか言えないことに気づ
きました。

今回、クラブの強みと弱みということで発表することになり、
改めてクラブの現状を知りそれを会員の皆様に共有することで
今後のクラブの将来にとって少しでも良い影響を与えられれば
と思います。

私は、クラブの事を知ることが大事だと感じたので、マイロー
タリーやアセンブリーや月信を開き、数字やデータをつかって、
他のクラブと比べたときの中央クラブについて分かったことを
発表したいと思います。

まずは、
①会員数についてですが、我が中央 RC は現在は 53 名の会員

がおります。
これは、2730 地区の鹿児島県内のクラブ 40 クラブの中で 5

番目の会員数となります。
1 位 : 鹿児島西 RC64 名、2 位 : 鹿児島 RC61 名、3 位 : 奄美中

央 RC60 名、4 位 : 川内 RC56 名（マイロータリー参照）2730
地区全体では、68 クラブ中 10 位という結果です。

地区でもっとも多い、会員数のクラブは宮崎 RC の 101 名、
次いで宮崎西 RC99 名、3 位に延岡 RC71 名となります。会員
数だけでみると、我が鹿児島中央クラブは会員数の多い方のク
ラブということになります。
②歴史について

歴史ですが、我が中央クラブの創設は 1977 年、1 月 10 日で
あり、今期が 45 周年目ということになります。鹿児島県では、
1952 年 10 月に鹿児島 RC が第一号になり、宮崎県では翌年の
1953 年 2 月に第一号が創立されています。

我がクラブは、鹿児島県では 20 番目、地区では 35 番目のロー
タリクラブとなります。

こちらは、ちょうど真ん中（鹿児島 20 位 /40 クラブ、地区
35 位 /68 クラブ）くらいに歴史のあるクラブということにな
ります。
③女性会員の数と比率

現在は 3 名の女性会員が在籍しており比率は 5.6% となりま
す。地区全体としては 220 名の女性会員がおり約 10% になり
ます。ということは、女性会員の比率に関しては、平均割れを
している現状があります。最近ではジェンダー平等という言葉
が叫ばれたりしていいますが女性会員を増やしていくことは今
後の課題ということになるかもしれません。
④ IT 関連に関して

IT 関連という事ですが、昨今は DX 時代といわれデジタル


