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令和３年12月6日　第2031回例会

週報 No.

82.93%

橋元　隆

本日は、月に一度の会員スピーチ
となります。

会員スピーチ
吉村　隆博

来年、2022 年 10 月 6 日〜 10 日の
５日間、第 12 回全国和牛能力共進会、
謂わゆる和牛オリンピックが鹿児島
県で開催されます。昭和 45 年の第 2
回大会から鹿児島では 52 年ぶりに、

全国では初の 2 回目の開催となります。本大会は
全国の優秀な和牛を一堂に集めて、改良の成果や
その優秀性を競う大会です。審査は、種牛（雄牛・
雌牛）の姿・形の体型の良さなど、改良の成果を
月齢別に審査する「種牛の部」と、肉質を審査す
る「肉牛の部」があります。種牛の部は霧島の牧

園町で、肉牛の部は知覧の JA 食肉南薩工場でそれ
ぞれ開催され、種牛の部の会場では前々回の長崎
大会より一般の方の来場も受け入れて様々なブー
スや特産品の販売等、農業イベントとして大きく
形を変えました。今回は関係者と一般客を合わせ
て 40 万人の来場を目指します。

令和元年の調べによりますと鹿児島県の農業総
産出額は 4890 億円でその内、畜産による産出額は
66％の 3227 億円、さらに牛の産出額はその 39.6%
の 1227 億円になっております。

前回の宮城大会に続き地元で連覇を達成するこ
とにより、県内や全国では勿論、海外向けに輸出
する際にブランド力の向上、消費の拡大に向けて
大きく弾みを付ける為、県の畜産課や農業試験場、
生産農家と今、必死の取り組みがされています。
私も食肉事業共同組合の役員として微力ながらお
手伝いをしている訳ですが、各方面から皆様にも
ご協力のお願いがあるやもしれません。その際は
お力添えを賜りますよう関係者の 1 人として心か
らお願い申し上げます。
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会員増強フォーラム会員増強フォーラム

　会員増強委員長　下　隆治

　8 月 2 日のガバナー正式訪問時に
井福博文ガバナーから「会員増強は
引き続き、最も大きな課題」であり、
RI のメータ会長からは「Each One 
Bring One」、つまり会員 1 人が 1 人

連れてくるような活動要請があった旨、お話があ
りました。
　同日のクラブフォーラムでも「クラブの強みと
弱み」というテーマの中で、昨年度のアンケート
結果を踏まえ、「会員としての満足度は高い傾向に

ある」という報告があった一方で、「資格ある候補
者に入会を誘っている」「クラブ行事に家族、友人、
同僚を誘う」という点で「どちらとも言えない」「あ
まりそう思わない」との回答が多数でした。また、
地区では女性会員 220 名で全体の約 10% を占める
のに対し、当クラブは会員 53 名（10 月現在）のう
ち女性会員は 3 名で、比率は 5.67%。女性会員を増
やすことが必要と数字上で示されました。
　会員増強課題として、当クラブ以外へのロータ
リー情報の共有強化、会員相互の交流強化、地域
社会における認知度向上、女性会員の割合向上、
例会における食事・飲み物の充実、会費の検討な
ど挙げられています。また、前年度作成した「鹿
児島中央 RC ご案内」パンフレットの利活用、ベ

職業奉仕フォーラム 疾病予防と治療月間12月



ロータリーソング：「手に手つないで」
職業宣言唱和：1・2
ビジター紹介：上野　欣一様（鹿児島東 RC）
　　　　　　　長元　美智様（鹿児島東 RC）
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　橋元　隆君（会員スピーチ　吉村隆博君）
会務報告：幹事　下村　哲也君
１）本日の配布　  ①週報　　
２）新春合同例会のご案内（11/26FAX 済み）
　令和 4 年 1 月 12 日（水）　12：30 〜 13：30　サンロイヤ
ルホテル太陽の間
　※ 出欠回答を 12 月 1 日（水）までに事務局宛て FAX に

てお知らせ下さい。
３ ）先日空気清浄機を贈りました、鹿児島乳児院よりお礼状

が届きました。
　　掲示してありますので、ご覧ください。
４）鹿児島市社会福祉協議会福祉功労者表彰式　
　　12 月３日（金）　於：かごしま市民福祉プラザ

　　⇒出席者　加島直前会長
５ ）傘の忘れ物をお預かりしております。後方のコート掛け

に掛けてありますので、ご確認ください。
６）本日ラウンドテーブル　18：30 〜　
　　於：ごはんのじかん　　担当：ロータリー財団委員会
７）次週 12/ ３（月）例会プログラム
　職業奉仕フォーラム
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
会員増強フォーラム
会員増強委員長　下　隆治君

次回例会　令和３年12月13日（月）

年次総会

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2030回例会 54名 34名 82.93%
前々回（11月15日）の補正 54名 32名 76.19%
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本日の曲目：虹の彼方に・Let it be・星に願いを 演奏：入来慶子

11月29日のスマイル　小計 0円　2021〜2022年度　累計 267,638円

ストフレンドの特定日設定など積極的に取り組む
話もありました。
　2017 年からの当クラブの会員推移を見ると 2013、
15、16 年度は会員 59 名と 60 名会員まであと一歩で
したが、最近では漸減傾向にあります。所属 1 〜 2
年での退会が多く、既存会員の再入会がここ数年ゼ
ロという結果です。
　そこで各テーブルで、会員増強について討議し
ていただきました。主な意見は以下です。
1．退会した会員の再入会を促進する策

・ 新型コロナの影響を受け、やむを得ず退会した会
員への声かけ

・ 会員個人の再入会呼びかけは難しく、企業経営者
に再入会を直接依頼する

・ 年賀状を送付し、現在の活動状況など報告し、ロー
タリー魂を再沸させる

・ 出席率にこだわらず、融通を利かし、出席扱いの
間口を広げる

・ 退会した会員が企業経営者なら「息子さん、どう
ですか〜」の声かけ

2．女性会員の入会を促進する策

・ レディース会の充実、女性に合った外部卓話の企画
・ 既存女性会員からの呼びかけをお願いするのが現

実的
・ コロナ禍で途絶えたが、以前、お名前が挙がった

女性に再度呼びかける
3．現会員が退会せず、魅力あるクラブにするには

・ 会員卓話を多く取り入れて、更なる会員交流を図る
4．�「鹿児島中央ロータリークラブのご案内」パン

フレットの活用

・ パンフレットは 100 部在庫があるが、刷り増しし
て各会員に 3 〜 4 部配布する

5．その他

・ 鹿中央 RC 例会の特色は雰囲気の良さであり、卓
話ネタを持っているプログラム委員長が頑張る

　以上、いただいた意見を踏まえ、会員になるこ
との意義を共有し、参加することの楽しさを分か
ちあい、親睦と奉仕の理念のもと、今年度も鹿児
島中央 RC の更なる活性化を目指し、会員増強委
員会として取り組んでいく所存です。今後とも会
員皆さまのご協力をお願いします。
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