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前回例会出席率

田中　和俊

イマジンロータリー！。今日は鹿児島市
内ロータリークラブの例会のしかたや曜日
についてお話します。まず、当クラブは月
曜日例会ですが、鹿児島市内グループでは、
鹿児島令和ロータリークラブも月曜日に例
会をされております。会場は以前は東急ＲＥＩホテルでし
たが、ホテルがなくなりましたので現在はレクストン鹿児
島でされています。レクストン鹿児島も仮の例会場みたい
な感じなのでしょうか、事務局は別な場所にサザンウイン
ドロータリークラブと一緒に置いているようです。例会も
毎週ではなく、第２、第４月曜日で、第２月曜日が１２時
半から第４月曜日は１９時から開催しているようです。
次に火曜日です。鹿児島東南ロータリークラブがサン
ロイヤルホテルで、鹿児島城西ロータリークラブがレク
ストン鹿児島です。東南ロータリークラブは毎週開催し
ているようですが、城西ロータリークラブは、毎月第 1
及び第 3火曜日 12 時 30 分～ 13 時 30 分としているよう
です。城西ロータリークラブには２回メーキャップした
ことがあります。城西クラブも以前は東急ＲＥＩホテル
でしたので、事務局は別な場所に借りているようです。
次に水曜日です。こちらは鹿児島南ロータリークラブ
がサンロイヤルホテル、鹿児島西ロータリークラブが山
形屋、鹿児島西南ロータリークラブが谷山のビエントで
す。水曜日の３クラブは毎週お昼に開催しているようで
す。西クラブにも２回メーキャップしたことがあります。
木曜日は、鹿児島東ロータリークラブ、鹿児島北ロー
タリークラブ、鹿児島サザンウインドロータリークラブ
です。東クラブとサザンは同じレクストン鹿児島です。
北クラブはアートホテル鹿児島です。東クラブには３回
くらい行ったような気がします。サザンも東急ＲＥＩホ
テルでしたので、事務局は別な場所に借りているようで
す。サザンウインドクラブは、例会は月に３回と聞いて
います。東クラブは事務局はホテルサンデイズインに置
きながら、コロナ療養施設となっているために、レクス
トン鹿児島で例会を開催しています。北クラブはずっと
同じホテルですが、東急ホテルからレンブラントホテル、
現在のアートホテル鹿児島と名前が変わっています。

そして金曜日は、鹿児島ロータリークラブと鹿児島大
学アカデミーロータリークラブです。鹿児島クラブは、
うちのクラブと同じ山形屋です。毎月１回は夜例会をさ
れています。うちのクラブは夜例会は出席率がさがるの
ですが、鹿児島クラブは出席は良いようです。鹿児島ク
ラブにも２回ほどメーキャップに行きました。こちらで
は支店長会なるものが組織されているようです。アカデ
ミークラブは第１、第３金曜日に鹿児島大学郡元キャン
パスの稲盛記念館で開催されています。食事はとらずに
例会を１２時１５分から開催して、例会終了後に各自学
食で食事をとるスタイルです。アカデミーにも１回行き
ましたし、アクトの打ち合わせや、先週金曜日の特別例
会にも参加してきました。今期であと１回は行きたいな
あと思っています。
こうしてみるといろいろな例会があります。特に数年
前から国際ロータリーの規定審議会で、例会を毎週開催
するという規定がなくなったと聞いています。なので毎
週例会を開催しないクラブもでてきました。ですが当ク
ラブでは議論にすらなっていないです。私自身も例会
は毎週開催するのが当たり前だと思っていますが、どう
いう経緯でそうなったのか聞いてみたいと思います。今
となっては慣れてしましましたが、やはり月曜日という
のは私も仕事上きついです。お取引先となる、土日がお
休みでない不動産会社さんからの依頼が月曜日にはあり
ますし、不動産取引もよく月曜日にあります。また不動
産会社さんは水曜日、ハウスメーカーさんは火曜日、水
曜日がお休みとなるため、打ち合わせや取引をするのに
貴重な月曜日となるわけです。理事会もある第１月曜日
ともなると３時くらいまでかかることもあり、事務所に
帰れば仕事をする時間もあまりないということもありま
す。今でも水曜日なら楽なのになあと思ったりしますが、
鹿児島中央ロータリークラブが好きなので諦めていま
す。逆に考えれば、週のスタートの月曜日にロータリー
も含め仕事もこなせば、あとのウイークデーを充実した
ものにできるのかもしれません。月曜日から疲れてしま
うこともないとは言えませんが。みなさんも月曜日は会
議や出張などあるかもしれませんが、入ったクラブが月
曜日なのは諦めて、例会出席をどうぞよろしくお願い致
します。

令和４年11月14日　第2066回例会
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クラブ協議会「地区大会報告」

ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
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：�重久　善一君（2日）、福山　泰広君（10 日）、
　　　　　　　岡部　龍一郎君（18日）、松元　まや君（19日）、
　　　　　　　池畠　泰光君（25 日）
結婚記念お祝い：【10 月】宮里　幸彦（10 日）
　　　　　　　　【11 月】丸元　貞夫君（3日）、
　　　　　　　　　　　　大迫　哲也君（3日）
会務報告：幹事　松元　まや君
１）本日の配布　①週報　②月信　11 月号　
　　　　　　　　③ロータリーの友　11 月号
　　　　　　　　④ 2021-22 年度地区大会記念誌（参加者のみ）
２）地区大会について　11/11( 金）～ 11/13（日）
　　12 日第 1本会議に参加される方：11：30 ～
　　会場：川商ホール第１ホール
　　13 日第 2本会議に参加される方：8：50 点鐘

　　会場：城山ホテル鹿児島
３）RCC例会　11：00 ～　場所：リンクビル９階
　　11/13（日）　指名出席者→丸元・園田　各会員　
４）本日　定例理事会開催　例会終了後　於：社交室
５）次週　11/14（月）例会プログラム　
　　・クラブ協議会「地区大会報告」
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
３分間情報：友の見どころ＝広報雑誌 IT委員会
卓話：会員卓話「新入会員自己紹介」
　　　　　　　宮里　幸彦君

次回例会　令和４年11月21日（月）

ロータリー財団フォーラム

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2065回例会 54名 41名 80.39%
前々回（10月24日）の補正 54名 38名 76.00%
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本日の曲目：イマジン・ホールニューワールド・イエスタデイ� 演奏：入来慶子

●松元　まや君／お誕生日お祝いありがとうございます。50
歳です！たしか 40 歳もこのロータリで迎えました。時の速さ
を感じます。次の 10 年もよろしくお願い致します。
●重久　善一君／誕生日祝いありがとうございます。無事に古

希を迎えられました。
●丸元　貞夫君／弊社・子会社・旭鉄工㈱の「フユゴ祭」を今
朝 11/ ７、８：00 より例年通り取り行ない、松原神社の岩切
宮司に大変お世話になりました。向こう一年間の安全・安泰を
祈願致した次第です。
※結婚祝、有り難う御座います。昭和 39 年 11 月 3 日（東京オ
リンピックの年）に挙式しました。満 58 周年になります。
●岡部　龍一郎君／誕生日祝いありがとうございます。ついに
古希になります。本坊さんよりだいぶ若いのでまだまだがんば
ります。10 月の結婚祝い併せて感謝します。
●池畠　泰光君／誕生日を迎える度に歳を重ねて行く訳です
が、いつまでも五体満足の体で過ごせるのも丈夫に産んでくれ
た両親のお陰様と感謝するのみです。せめてあと 10 年生きて
孫達の成人式までは元気で居たいと思います。きばっど～
●大迫　哲也君／結婚記念祝ありがとございます。36 年目を
無事迎えることができました。これからが、我慢と忍耐の世界
へと進んでいくでしょう。頑張ります。
●福山　泰広君／土曜日、入来さんとテノール歌手の演奏会に
行ってきました。教会中に響きわたるテノールの声に感動しま
した。エコーをたっぷり効かせて歌う自分のカラオケがはずか
しくなりました。

11月７日のスマイル　小計 25,000円　2022〜2023年度　累計 313,001円

R財団月間11月

定例理事会議事録定例理事会議事録

議　題
【議　　　題】
１）�11・12 月例会プログラム

及び行事予定（添付資料）
　　…………………… 承認
・�11/14 の地区大会報告は、
高岡、宮脇、濵上各会員
・�11/21 のロータリー財団フォーラムは鹿児島東 RC
中川大作会長による「鹿児島東 RCのポリオプラス
への取り組み」
・�12/5 の職業奉仕フォーラムは吉田委員長に確認
２）�会計報告（別紙明細）�承認
　① 11 月度試算表について
３）�本村　嘉啓会員の退会について（添付資料）� 承認
４）忘年家族会について
　日時：令和 4年 12 月 3 日（土）
　場所：サンロイヤルホテル　開聞
　①会費について……………………………………承認

　　大人 6,500 円　中高生 4,000 円　
　　子ども（幼児含む）2,500 円
　②特別徴収金について�……………………………承認
　　3,000 円×会員数（54 名）
　③提供品�…………… 承認
　　例年通り呼びかける。
５）次期理事役員について�…………………………承認
　　次年度副幹事については一任
６）職業奉仕賞候補者推薦について（添付資料）� 承認
　　　授賞式　令和 5年 1月 30 日（月）　
　　・例年通り会員から募集する。
７）�鹿児島乳児院訪問について
　　令和 4年 12 月 18 日（日）　15：00　～
　・社会奉仕委員会より 2名及び会長幹事で対応する。
　・南日本新聞社、南日本放送に連絡する。
８）�その他
　①次回理事会について�……………………………承認
　　令和 4年 11 月 28 日（月）　例会終了後　於：社交室
　②米山奨学会寄付について（報告）�……………承認
　　10 月分スマイル　71,103 円　全額 11 月中に寄付する。

会議名
場　所

定例理事会
社交室

日　時 令和4年11月7日（月）
例会終了後

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
下　隆治・坂元直人
加島　繁・宮脇謙舟
竹添　寛・橋元　隆

欠席者 吉田　健朗



新入会員自己紹介新入会員自己紹介

宮里　幸彦
まず初めに、このような場を用意頂き、
誠にありがとうございます。
この鹿児島中央ロータリークラブの話
を最初にして頂いた、Flida 松元様には重
ねてお礼を申し上げます。ありがとうご
ざいます。

４月から株式会社QTnet から業務委託でお仕事を頂
き始めて個人事業主として独立をさせて頂きました。
この会場にいらっしゃる諸先輩方に比べて大変規模が
小さく、お恥ずかしいことではありますが、独立という
のは私にとって目標でありました。
私自身のことを知って頂くにはどんな話がいいかなと
考えたのですが、やはり「家族」のことを話すのが一番
です。紹介させてください。
父、宮里克彦は薩摩川内市出身、母、千鶴子はいちき
串木野市出身です。
私の生まれもいちき串木野市で、鹿児島出身でござい
ます。
父の仕事が競馬の厩務員、調教師のため、神奈川の川
崎競馬場という所属だったため、２歳くらいまでしか鹿
児島にはいませんでした。
小さいころは２階建ての建物で１階に競走馬、２階に
住居があり、そこに住んでおり、馬と共に育ってきまし
た。
馬の走る姿は非常にきれいであり、そこで競いあう姿
も非常にきれいです。
いまに思えばなかなか経験できない体験だったと思い
ます。
父は私にとって反面教師であり、大切なことを教えて
くれたと思っています。
男にとって、父とは超える存在だと考えていたこと、
母は守っていくということ、健康に気を遣うこと、酒、
たばこには気を付けることです。
大学卒業後、航空自衛隊、不動産業、飲料業、通信業
と転職はあまり受け入れられない風潮の中、ありがたい
ことに縁や助けられたのもあり、収入が下がったりする
こともなく仕事をさせて頂きました。人と話をしたり、
新しい物事を見聞きしたりすることに興味があったた
め、今日まで生活ができております。
今、私個人で取り組んでいることがあります。鹿児島
の子供たちへの教育です。いまのＱＴ net の仕事も関係
はあります。
ギガスクール構想とｅスポーツの普及です。
私は日置市在住で子供が３年生になります。日置市で
は小学生全員に iPad を貸与しており、この運用とセキュ
リティポリシーが正しく運用されているかを日置市議の
先生方と協力して活動をしております。
ｅスポーツについては、ゲームを通じてパソコンや、
創造性の形成に役立っており、霧島市でｇｇ space とい

うゲーミングスクールのQTnet が関わらせて頂いてお
ります。
このように仕事を通じて、何かしらの貢献ができれば
と考えております。
そこで私が改めてロータリークラブへの参加の意義、
意味とは何かなと考えました。
こちらにいらっしゃるみなさまは私の目標です。
ぜひみなさまの背中を見て成長していきたいと思いま
す。
みなさまは私の目標です。
ぜひご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。
以上、ありがとうございました。

クラブフォーラムクラブフォーラム

鹿児島中央RCの奉仕への取り組みと
意識について

副会長　高岡　和也
山之内文治ガバナー公式訪問にあたり、

「鹿児島中央 RCの奉仕への取り組みと意
識について」ご報告いたします。
１）５大奉仕活動

①クラブ奉仕

会員増強委員会は、今期会員増強月間に、
過去 10 年間の退会者名簿や職業分類のリストを手掛か
りにグループ討議し、22 名の具体的な企業や名前が上
がりました。また通常の例会の充実も試行錯誤しながら
行っており、昨年はコロナ禍の中、ZOOMによる例会
参加も可能とし、安心して参加できる環境を整えて参り
ました。また外部卓話にも力をいれマンネリしない新鮮
な例会を目指しております。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
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、年に数回学
習会を開催し、ロータリーについて学ぶ機会を作ってお
ります。
②職業奉仕

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、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。
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。
③社会奉仕

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。また昨年度は、
地区補助金を利用し４つの福祉施設に空気清浄機を寄贈
しました。また、かごしまこども食堂・地域食堂ネット
ワークへマップボード等備品の寄贈を致しました。
④国際奉仕

姉妹盟約を締結している韓国のセ釜山 RCと交流をし
ており、毎年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、昨年度まで米山記念奨
学生の陳珂雨（チンカウ）さんを受け入れておりました
が、今年 3月、無事に鹿児島大学農学部で博士学位を取
得され卒業されました。10 月の米山月間でのスマイル
は 10 万円を限度に米山奨学会へ特別寄付を行っており
ます。
⑤青少年奉仕

鹿児島中央ローターアクトクラブは現在会員不在で、
活動休止中ですが、鹿児島大学アカデミー RCの協力を
得て、鹿児島大学の学生を中心に会員募集を図りアクト
復活の為に打ち合わせを進めております。
２）他のクラブ活動

鹿児島東 RCとの合同ゴルフコンペ、合同例会等、親
子クラブ間の交流も深めております。また例年、那覇西
RCと協力し、樟南高等学校と沖縄尚学高校の高校生交
流も開催しております。さらに今期は、新しいかたちの
交流活動に挑戦をしており、昨年度、会津若松西ＲＣの
記念式典にて、同クラブのもう一つの友好盟約先であっ
た鶴岡西ＲＣと出会い、9月に有志で初めて鶴岡西 RC
を訪問し交流をしました。友好盟約先でもないクラブと
の交流は、ロータリーの輪を広げる有意義な交流活動で
あり、ロータリーを楽しむひとつのかたちではないかと
思いました。
ロータリー財団委員会も毎年、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。
以上が当クラブの奉仕への取り組みですが、改めて歴
代の先輩ロータリアンによって築いてきたひとつひとつ
の奉仕活動をこれからも大切にしながら、時代に合った
新たな奉仕活動を模索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

副 SAA　栫　浩多郎
役をいただいて初めて意識して考えると
いうのが正直なところであり、あらためて
鹿児島中央RCについて考える非常に良い
機会となりました。また、2019 年入会と
いうことで私が把握しきれていない鹿児島
中央RCの魅力もあろうかと思います。内

容は数値的な観点と情緒的な観点でお伝えいたします。
まずは、数値的な観点です。

①会員数について

我が中央ＲＣは現在 54 名の会員がおります。（推移：
54-53-53-53-53）
これは、2730 地区の鹿児島県内のロータリークラブ全
40 クラブ中 5番目の会員数となります。
2730 地区全体では、68 クラブ中 10 位という結果でし
た。各クラブ平均会員数は 34.5 名となり会員数だけでみ

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。2730 地区の会員純増減数は昨対
比+57 名です。
②クラブの歴史について

中央クラブの創設は 1977 年、1 月 10 日であり、今期
が 46 周年目になります。鹿児島県内クラブでは、70 年
前の 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。
我が中央クラブは、鹿児島県では 20 番目、2730 地区
では 35 番目のロータリクラブとなります。
こちらは、ちょうど真ん中くらいに歴史のあるクラブ
ということになります。とは言え企業 30年説やここ最近
では 10年説とも言われている中でこれだけの歴史あるク
ラブであるということはとても素晴らしいと思います。
③女性会員の数と比率

現在は 4名の女性会員が在籍しており比率は 7.5%、昨
年は 5.6％で +1.9％となっております。地区全体として
は 240 名の女性会員がおり全体が約 2348 名ほどですの
で、地区の平均の女性比率は約 10.2％となります。まず
は平均に追いつくという観点で、状況によりますが、あ
と 2 名の女性会員を増やす必要があります。最近では
ジェンダー平等という言葉が叫ばれたりしておりますが
女性会員を増やして女性の活躍の場を広げる事は今後の
課題ということになるかもしれません。
④出席率に関して

週報のデータを参考にすると、9月の我がクラブの出
席率は 67.48％でした。我がクラブでは 80％を目標に活
動を行っております。�80％以上をしっかりと計上でき
るようにしていく必要があります。
⑤平均年齢について

アセンブリーによると 21-22 年度平均年齢が 61.74 歳、
今期は 1歳足して 62 歳くらいだと思います。創立年度
からみていくと社会情勢と同様に高齢化の一途をたどっ
ている傾向となります。
⑥情緒的観点とまとめ

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、素晴らしい誇れるクラブだと思います。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
会員拡大が課題であると感じます。特に多様性を求めら
れる時代だからこそ、経営者の大先輩から若手まで男女
問わず在籍することが会のみならず会社経営にも活かさ
れるようにも感じます。一方で情緒的な観点で考えます
と鹿児島中央 RC先輩が後輩の面倒を見て下さる非常に
有難い会であると最年少として身をもって感じておりま
す。また、コロナの感染が世の中で問題になった 2020
年において、殆どの会が休会を余儀なくされる中、「如
何にして開催するのか？」を考え出来る事を実践してき
た柔軟性と会へのホスピタリティが高いクラブでもあり
ます。強みを活かし、弱みを改善できる基盤はございま
す。1つ 1つの成長課題を解決していければと思います。
以上です。


