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9月

誕生日おめでとうございます。

上原勝君（18 日）・瀬戸口均君（19 日）・宮嵜義之君（27 日）

8 月 27 日第 2419 回ガバナー公式訪問例会報告
写真撮影
例会前、写真撮影からスタートいたしました。
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tounanrc@alto.ocn.ne.jp ホームページ http://www.tounanrc.jp/

会長長挨拶
会長

野井倉

洋豪

との懇談会が開催され、当クラブの概況報告並び

本日は、当地区ガバナー喜島健一郎様の公式クラ

にクラブ運営・懇談しました。

ブ公式訪問例会です。

その後、12 時 30 分より定期例会開催、ガバナー

午前 11 時より当クラブ会長・会長エレクト・幹事

による本年度世界ロータリー会長マーク・ダニエ

ル・マローニーの 4 つの目的についての伝達があ

出席報告

り、当地区のテーマクラブの活性化に努めように

会員数

ついての解説をしていただく予定です。例会後ク

出席免除

0 名 メークアップ

ラブフォーラムの予定あり、当クラブでは会員増

出席会員

18 名 出席訂正率

強について上原委員長並びに委員による検討事項

出席率

22 名 前々回出席者

休会

81.8%

を委員長より発言していただき全員にて検討した
いと考えます。さらに、ガバナー補佐有薗純一様・
宮崎西ロータリークラブより青少年奉仕委員長木
村英之様・クラブ会報委員木村元重様・鹿児島東
南 RAC 山田早穂さん、米山留学生ニュンさん、青
少年交換留学生セザリー君（ポーランド）も参加
されています。本日は、喜島ガバナーと我々会員
との意見交換できる年 1 回の機会でもあります。
本日は多数の参加者をいただきありがとうござい
ました。

スマイル報告
☆野井倉洋豪君－会長幹事会・補助金セミナー参加
費をスマイルします。喜島ガバナーようこそお越し
ください。
☆飯野和男君－公式訪問、喜島ガバナー・有薗ガバ
ナー補佐、本日は御苦労様です。私どものためによ
ろしく御指導ください。
☆井料長敏君－喜島ガバナーをお迎えして、よろし
く御指導して下さい。
☆平塚五郎君－喜島ガバナー・有薗ガバナー補佐、

ゲスト・ビジター紹介

公式訪問ありがとうございます。ポーランドからの

喜島健一郎ガバナー

交換留学生セザリー・シマンスキーさんようこそ。

有薗純一ガバナー補佐

クラブ会員全員歓迎致します。

宮崎西ロータリークラブより
青少年奉仕委員長木村英之様
クラブ会報委員木村元重様
鹿児島東南 RAC 山田早穂さん
米山奨学生ニュンさん
青少年交換留学生セザリー君
日本語教師

平田華代さん

☆上原勝君－喜島健一郎ガバナー公式訪問を心より
歓迎します。よろしく御指導下さい。
☆別府雅之君－喜島ガバナー公式訪問ありがとうご
ざいます。心より歓迎します。
☆末吉重栄君－喜島ガバナーの公式訪問心より歓迎
します。よろしく御指導下さい。
☆東則秋君－喜島ガバナー本日はよろしくお願いし
ます。

会務報告
●

9 月 17 日（火）は、観月夜間家族例会となっ

ております。サンロイヤルホテル 13 階で行います。
案内は後日改めてお送りいたします。
●

10 月 13 日（日）は、地区補助金事業となっ

ております。10 月 1 日（火）の例会を振替えます
ので、お昼の例会はございません。案内は後日改
めてお送りいたします。
●

10 月 16 日（水）は、志学館大学の模擬面接

会です。10 月 15 日（火）の例会を振替えますの
で、お昼の例会はございません。案内は後日改め
てお送りいたします。

☆上田平重樹君－①ガバナー公式訪問心より歓迎し
ます。よろしくお願いします。
②青少年交換無事送り出し、迎え入れできました。1
年間協力お願い致します。
☆中馬敏之君－喜島ガバナー、鹿児島東南ロータリ
ークラブにようこそお越しくださいました。本日は
どうぞよろしくお願い致します。
☆居川亮君－喜島ガバナー公式訪問心より歓迎致し
ます。セザリーさん、ようこそ鹿児島へ。よろしく
お願いします。
☆渡海谷宗宜君－喜島ガバナー公式訪問心より歓迎
します。本日はよろしくお願い致します。
本日計 28,000 円 累計 90,000 円

RA スマイル報告

今回は、ございません。
本日計 0 円 累計 6,500 円

す。これを達成するためにロータリーを活性化してくだ
さい、クラブを活性化してください、クラブの決まりを改
革してください、それから国連との連携を進めてくださ

米山奨学金授与

ニュンさん（ベトナム）

い。というお話をされました。それらを踏まえたうえで、
私は「クラブの活性化に努めよう」ということを私達
2730 地区の目標にいたしました。そしてその為に地
区の方針 5 項目を立てました。
１．童心と共に原点に返り原点を大切にして変化を受
け入れ目標に向かおう
２．女性会員が 10％未満のクラブは 10％以上に増強
しよう
３．クラブの会員が 50 名以下のクラブは 10 名単位で

青少年交換留学生

セザリー君（ポーランド）

会員を増強しよう
４．姉妹クラブがないクラブは国内か国外に姉妹クラブ
を作ろう
５．5 年間グローバル補助金を使用していないクラブ
は、財団のグローバル補助金を使い国境を越えた恵
まれない人々を支援する活動をしよう
ということを申し上げました。この計画を実践していくた
めに戦略委員会を地区に作りました。しかし、国際ロ
ータリーから地区だけではだめだと、地区内全クラブ

本日のプログラム 喜島ガバナーアドレス（原稿転載）

に戦略委員会は必要だと、あなたの地区にはいくつの

こんにちは。当年度のガバナーに就任致しました宮崎

クラブがあり、いくつのクラブが委員会を作り実行して

西 RC 所属の喜島健一郎です。１年間どうぞよろしく

いるか報告せよ、との指示がありました。そこで皆様に

お願い申し上げます。

お願いしたいことは、それぞれのクラブに戦略委員会

さて、例会に先立ち先ほど会長幹事会にて貴クラブ

を作っていいただきたい。そしてその戦略委員会で 5

事業計画を伺い、素晴らしい事業計画の内容及び活

つの方針の中でどの方針に自分たちは向かうのか？

動の実績に大変感銘を受けました。

向かう方針は一つでいいのか？二つに向かうのか？

それでは、お話をさせて頂きます。国際ロータリーの

あるいは３つにむかうのか？それらを各クラブで検討し

マークダニエル・マローニー会長は、自分の日ごろの

協議していただきたい。検討し協議することが未来に

意見を国際協議会でたくさん話されました。一つはロ

つながります。

ータリーの目標についてです。ロータリーの目標は、

それから、もう一つお話ししたいことは、メイキャップに

職業上の倫理観を高めることによってロータリアンの

ついてです。1 年間メイキャップを認めるという方針が

職業を高潔化するということ、またロータリアンが個人

出されました。この件につきましてはまだ正式な日本

の立場で職業上・社会生活上の奉仕活動を行うという

語訳はできておりません。クラブ細則を変更するにし

こと、それから知り合いを広めることによって奉仕の機

ても、この日本語訳が基となります。クラブにとって活

会とすること、ロータリーを学んだ職業人が世界的ネッ

性化するためにはどのようにすればよいのか、戦略委

トワークを通じて世界平和・親睦・平和推進に努めて

員会を中心としてクラブ全体で協議していただきたい

いくということを大きな声で何度も言っておられました。

と思っております。「ガバナー月信」の 8 月号に『クラブ

そしてそのことを達成するための会長テーマとして「ロ

と地区に関する重要な変更「出席」に対する地区見解

ータリーは世界をつなぐ」ということにつながるわけで

ご案内』が掲載されます。参考にしていただきたいと思

います。

員の評価は？

長々と話しましたが、私が心から祈念申し上げており

２．長期計画に基づいた増強計画の立案・・・（３年計

ますことはクラブの皆様方が親睦を深め、楽しい活動

画、年５名増、具体的に）

につながることであります。そしてそれがロータリアンの

３．CLP の促進・・・当クラブはいち早く取組んだ

資質向上につながるわけでありますから、どうぞ皆様、

４．維持、退会防止への理解

つながりあって親睦を深めていきましょう。1 年間よろし

５．会員増強の必要性とその共有・・・全クラブ会員が

くお願いいたします。

本気で取組む事
３）2016 年規定審議会制定案の有効活用は

クラブフォーラム 会員増強について 上原委員長

A. 時間的方策

前回例会に引き続き会員増強、拡大のフォーラムを行

→例会時間の変更、毎月最低 2 回の例会、出席規定

います。

の柔軟性

Ⅰ．前回は現在ロータリー会員がロータリー会員として

B. 経済的方策

留まり続ける理由はどうしてかの問いに

→会費の一部免除・減額、参入障壁になっている若

１）地元での奉仕プロジェクトに参加する為

年層に会費の一部免除・減額

２）友情と親睦の為

C. 構造的方策

３）職場、友人関係の輪を越えた人達と繋がりたい為

→会員の柔軟性、女性会員（スナック）（ローターアクト、

と答えた。との事でした。皆さんも同じ様な事だろうと

学友会員）、二次会員 OK

思います。

D. その他の方策

では、

→退会防止 一声運動 奉仕事業、魅力づくり

Ⅱ．なぜ会員増強が必要か（特に当クラブの様に少数

新入会員から見た自クラブの評価

会員クラブでは）

※各自の増強に関する意見のアンケートを実施した

１）財務が厳しく事業費など捻出がむずかしい

いと思いますのでご協力のほどお願いを致します。

２）固定費、事務局費の負担増
３）高齢者が多く奉仕事業など動員が苦しい
４）地区の行事その他の行事出席が困難
５）例会に活気がない
６）居心地が悪い
７）ゲストスピーカーを呼びにくい
８）情報量も少なく、ロータリアンの交流も少ない
という事で、会員の増強が望まれる理由。との話をしま
した。
では、会員増強する為にどうすればいいのか、その戦

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。
9/10 外部卓話
9/17
9/24
米盛病院
観月夜間家族例会 志學館大学模擬面
竹山ひろみ様
18：30～
接会打ち合わせ
12 時～理事会
月/日 クラブ
例会場
プログラム
9/4
（水）
9/5
（木）

略計画があるのか、具体的な実践方法はどうなのか？
が今日のテーマです。
１）会員増強を積極的に考えているのか・・・している
２）新しい会員増強に対する取組をしているか・・・
３）2016 年の規定審議会制定案の有効活用を考えて
いるのか？
２）についての会員増強の実践計画の方法はどうか？
→54.3 才
１．自分のクラブを知る事・・・年令の構成は？新入会

9/6
（金）
9/9
（月）
9/10
（火）
9/9
（月）

鹿児島南
鹿児島西
鹿児島西南

サンロイヤル

鹿児島東

ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ

鹿児島北

ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ

鹿児島
SW

鹿児島
東急 REI

鹿児島

山形屋

鹿児島中央

山形屋

鹿児島城西

鹿児島
東急 REI

会員卓話

鹿児島
令和

パレスイン
鹿児島

クラブフォーラム

山形
ゆうづき

会員卓話
クラブフォーラム
クラブフォーラム
★早朝例会（於：平田公園）
記帳受付 12：30～13：30
クラブフォーラム
クラブフォーラム
青少年団体助成金贈呈
及び報告
★鹿児島東 RC との
合同例会 18：30～

