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本 日 の
プログラム

前回例会出席率

田中　和俊

イマジンロータリー！。今日は、
ロータリーの課題についてお話し
ます。あらためてロータリーとは
なにか。１１７年前の１９０５
年、アメリカのシカゴでポール・ハリスをは
じめとする４人のメンバーではじめた会合で
す。弁護士のポール・ハリス、石炭業のシル
ヴァスターシール、鉱山技師ガスターヴァス・
ローア、洋服商ハイラム・ショリーと５年の
準備期間を経て設立しました。今では世界
２００以上の国・地域に１２０万人以上のメ
ンバーがいる国際的な組織です。一つ目の課
題は、会員の維持、拡大に苦戦していること
です。１９０５年創立以来、会員数は順調に
伸びてきていましたが、ここ２０年くらいの
間はおよそ１２０万人の会員数で足踏みして
おり、特に日本の会員数は減少傾向にありま
す。１９９６～１９９７年度に１３万６４９
人を記録したのが最大で、その後は減り続け
ていて、今ではおよそ８７０００人になって
しまったそうです。会員の努力が足りないと
いう考えもあるでしょうが、やはりバブル経
済崩壊、リーマンショック以降、企業がロー
タリーに経費を使わなくなったのが大きいと
思います。当クラブではあまりいらっしゃい
ませんが、他クラブではコロナの影響も大き
いところもあるみたいです。
もう一つの課題は、ロータリーの公共イメー
ジを作るのが下手ということです。まずある

のが、ロータリーは、お金持ちの集まり、会
費が高い、敷居が高い、年齢層が高い、例会
が毎週ある、時間がとられるというマイナス
イメージが持たれているということです。第
２７３０地区の第１回ＲＬＩに参加した時に
ある鹿児島市内グループのある会長経験者が
言われたことが記憶に残っています。「ロータ
リーの会員であることは同業者には言ってま
せん。余裕があるとか金持ちだと思われたら
困る」と言われました。そのかたは建設業で
したが、とても残念な気持ちになりました。
ロータリーに入っていることを自慢すること
もあまりよくありませんが、ロータリーに入っ
ていることが恥ずかしいと思う人がいるなん
てと驚きました。私は竹添会員にご紹介して
いただき、このクラブに入らせていただきま
した。ロータリー会員であることを誇りに思っ
ています。そしてロータリー会員にふさわし
い人にならなければならないと思っています。
公共イメージは確かに大切ですが、何かイベ
ントをしたり啓もう活動をしてもなかなかで
す。私の職業である司法書士も国民の皆さん
への認知度が低いことが、業界内の長年の懸
案事項です。広告代理店に相談もしてました
が、最後に言われたそうです。「一人一人の司
法書士が国民にきちんと接し、きちんと仕事
をし、きちんと信頼を得るしかないですよ。」
と。ロータリーも同じではないかと思います。
「一人一人のロータリアンが地域の人々にきち
んと接し、きちんと仕事をし、きちんと信頼
を得るしかない。」のではないでしょうか。

令和４年９月12日　第2059回例会
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鹿児島東RCとの合同例会

ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
食事：「百万ドル食事」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　田中　和俊君
誕生日お祝い：石塚　俊雄君（５日）、下隆　治君（16 日）
　　　　　　　高日　規寿君（23 日）、中原　勲君（30 日）
結婚記念御祝：下田　亮二君（10 日）、池畠　泰光君（15 日）
　　　　　　　園田剛介君（18 日）
会務報告：幹事　松元　まや君
１）本日の配布　①月信 9月号　
　　　　　　　　②ロータリーの友 8月号　③週報　　
２）�本日予定しておりました年輪会及び新入会員との懇談会

は中止となっております。
３）ロータリーの友創刊７０周年特別企画　
　�　ロータリーの友誌面で実施されます、俳句コンテストの
俳句を募集しております。
　募集期間 2022．9．1 ～ 2023．2．28
４）�世界ポリオで―2022　ポリオ根絶啓蒙動画素材ご提供の
お願い

　�　第 2750 地区にて、ポリオ根絶啓蒙動画を作成するにあ
たり、動画素材を募集しております。
　�　「あと少し」のポーズをスマートフォン等で動画にて撮
影したものか、写真でもけっこうです。
　　募集締切 2022．9．21

５）RCC例会　11：00 ～　リンクビル 9階
　９/11（日）　指名出席者→尾辻・植田　各会員
６）本日定例理事会開催　例会終了後～　社交室にて
７）次週９/12（月）　鹿児島東RCとの合同例会
　�18：30 ～　於：山形屋食堂（出欠回答が未だの方は、お
早めにお願いいたします）
　時間・場所が変更となっております。ご注意ください。
８）出席報告：出席委員会　
９）スマイルボックス：親睦委員会
10）委員会報告�
11）３分間情報：友の見どころ＝広報雑誌・IT委員会
12）卓話：
　・会員卓話「新入会員自己紹介」鈴木　健君
　・情報集会報告　　

次回例会　令和４年９月26日（月）
ゲスト卓話

（株）ホンダ代表取締役　花セラピーインストラクター
　　　　　　　　　　　　本田　まゆみ　様

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2058回例会 53名 42名 82.35%
前々回（8月22日）の補正 53名 41名 82.00%
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本日の曲目：イマジン・ムーランルージュの歌・主よ人の望みの喜びよ� 演奏：入来慶子

●椨　茂吉君／沖縄 RCの周年事業に参加の際、左足を
骨折しましてやっと前週ギブスが取れて本日に至りまし
た。福山さんに車イスを押して頂き、大変お世話になり
ました。ロータリーの友情を感じました。
●本坊　修君／８月 16 日三年振りに催された五山送り
火を見学しました。翌日息子と右大文字の現場迄登りま
したが厳しい登山でした。４年前のお遍路を思い出しま
した。
●池畠　泰光君／結婚記念日祝いありがとうございま

す。９月のお彼岸（秋分の日）に結婚式をしてから早 42
年です。すっかり忘れてネームの所に札があって気付き
ました。いつもありがとうございます。
●中原　勲君／誕生日祝ありがとうございます。73才に
なり、後期高齢者目前です。
●下　隆治君／誕生日祝いをいただき、ありがとうござ
います。先日、鹿児島マラソンに申し込みましたので、
体重５kg 減を目指して、走ろうかと思っています。お
酒は減らせませんが…。

9月5日のスマイル　小計 14,000円　2022〜2023年度　累計 178,898円

基本的教育と識字率向上月間
／ロータリーの友月間９月



定例理事会議事録定例理事会議事録

議　題
１）�9・10 月例会プログラム
及び行事予定（添付資
料）　

　①�鹿児島東 RC合同例会に
ついて

　　�40 名以上は山形屋食堂、それ以下の場合は社交室
にて開催

　② 10月31日（月）ゲスト卓話の内容は現在のところ未定
　③ 9月 26 日（月）鶴岡西RC交流報告（竹添会員）
　④歯車会について
　　�東 RC 参加者がいない→今後は RC以外にも参加
を募ってはどうか

２）会計報告（別紙明細）
　①８月度試算表について…………………………承認
　②納涼家族会収支について………………………承認
３）コロナ関連出席扱いについて…………………承認
　→�今月までとする。それ以降はコロナと濃厚接触者
のみ

４）新入会員候補者について�………………………承認
　氏　名：宮里　幸彦�S59�.6.�20�
　勤務先：MAKE　代表
　推薦者：田中　和俊、松元　まや
５）�忘年家族会について→開催に向けて準備、会場は
再検討

　日時：12 月 3 日（土）18：30 ～
　場所：城山ホテル鹿児島　ガーデンレストラン　ホルト
　　親睦委員により仮予約済み
　　※�サンロイヤルホテルで再検討
６）社会奉仕活動について�…………………………承認
　→�鹿児島乳児院とやくし乳児院と毎年交互に行う
（鹿児島乳児院から再開）　

　　予算 10 万円
７）�第 2830 地区　青森県大雨災害被災地義損金につ
いて�………………………………………………承認

　→ 1人 500 円×会員数を寄付
８）職場訪問例会について→今年度は中止
９）その他
　①次回理事会について�……………………………承認
　　令和 4年 10 月 3 日（月）　例会終了後　於：社交室

会議名
場　所

定例理事会
社交室

日　時 令和4年9月5日（月）
例会後〜

出席者 田中和俊・松元まや
高岡和也・栫浩多郎
下村哲也・川路理幸
吉田健朗・下　隆治
加島　繁・宮脇謙舟
竹添　寛・橋元　隆

欠席者 坂元　直人

会員卓話会員卓話

新入会員自己紹介

　鈴木　健

鹿児島中央ロータリーに 7 月よ
りお世話になっております宮崎銀
行の鈴木健と申します。
今回は自己紹介の機会をいただ

きありがとうございます。
私は、1965 年 12 月 30 日巳年生まれ 56 歳。
父の仕事の関係で横浜で生まれ、4歳から高校
まで両親の故郷である宮崎県の北部にある延
岡市で育ちました。私が幼い頃の延岡は、地
方の工業都市として教科書に紹介されるよう
な旭化成の企業城下町で、市街地中心部は旭
化成の工場が占拠し、今ではあまり見なくなっ
た大きな煙突が町のシンボルとして数多く立
ち並び、常時煙を上げておりました。最近は、
環境への配慮も進み、煙突の数も少なく煙も
見ることがなくなってきたのですが、最盛期
を知るものとしては、少し物足りなさを感じ
ることもあります。
その後、大学時代を福岡の北九州で過ごし宮
崎銀行に入行後は、延岡の恒富支店を振出に
高千穂、東京、中小企業大学、都城、本店、人事、
国分、審査、福岡、大淀そして鹿児島と転勤
回数も 11 回、勤務地も広範囲にわたりいろい
ろな経験をさせていただきました。
家族は、同郷延岡出身の妻と大阪にいる
28 歳の長男、宮崎市内在住の 26 歳の長女の　　　
4人家族でしたが、4月に息子が入籍いたしま
して 5人家族になっております。
趣味は、いつまで経っても上手くなる兆し
がない月１、２回のゴルフと住む者がいなく
なり廃墟となりつつある延岡の実家の片付け、
そして健康維持のため 10 年以上続けているラ
ンニングです。
特に、ランニングにつきましては、年一回
以上マラソン大会に出場し 4時間を切ること

を目標に続けており、自己ベストは 3 年前の
3時間 19 分です。ランニングを続けていられ
る理由ですが、フルマラソンの大会に出場す
ることに加えて、走りながらその土地の旧所・
名跡などを巡ることを楽しみにしております。
ここ鹿児島市につきましては、特に観るとこ
ろも多く、毎回楽しみながら走っております。
一方で走りながら発見も多いため、ついつい
立ち止まってしまって休憩が多くなりがちに
なってもおります。現在はせっかく鹿児島で
勤務させていただいておりますので、一度は
桜島をランニング周回したいなぁと思ってい
るところでもあります。
最後になりますが、鹿児島県勤務は今回で二
回目になります。初めての勤務はちょうど 10
年前、霧島市に国分支店を開設した際に新任支
店長として勤務をさせていただきました。私に
とりましては、この鹿児島の地は支店長として
スタートを切ることが無事にできた地であり、
現在も仕事をさせていただいておりますのも鹿
児島勤務のおかげと感謝しております。
つきましては、ご恩返しも兼ねて仕事や当ク
ラブの活動を通して、地域・社会の発展に貢
献していきたいと思っております。ご指導の
ほどよろしくお願いいたします。

情報集会報告情報集会報告

２班情報集会報告

　植田　博志

8 月 8 日の情報集会は、クイーン
ズしろやまにおいて開催いたしま
した。開催にあたり、ご尽力いた
だきました池畠さんに感謝申しあ

げます。
集会では、参加者各位からロータリー入会の
経緯、これまでの取組姿勢を順次発表いただ
きましたが、みなさんが口を揃えて「入会当
初は各活動の意義・位置づけを理解していな

かったが、周囲の薦め等に応じて、素直に参
加しているうちに、楽しさを感じられるよう
になった」とおっしゃっていました。
コロナ禍の状況で、参加がままならない会員
もいらっしゃるなか、1人でも多くの会員が参
加しやすい活動のあり方・内容を模索してい
くことが重要であると感じました。

３班情報集会報告

　濱上　友美

８月 22 日に第三班情報集会が開
催されました。
“ロータリーを楽しむために”は
会長を目指す事が楽しむ一番の秘

訣だと思います。また、会員同士の絆を深め
る為に趣味や共通の話題で盛り上がる機会を
設けるのも交流を深めるきっかけになると思
います。
今後は世代交代の時代になるため親子会員へ
の積極的取り組みも必要だと思います。
コロナ禍で交流の機会も減少しましたが、ラ
ウンドテーブルならではの魅力も多々ありま
す。ラウンドテーブル実施も月曜日にこだわ
らず皆が参加しやすい曜日に変更する事も考
慮し、新入会員も増えたのでルールを教えて
もらいながら例会以外にも積極的に交流を深
め更にロータリーを楽しんでいきたいと思い
ます。

誕生日お祝い誕生日お祝い 結婚記念お祝い結婚記念お祝い 復帰しました復帰しました


