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第872回　例会　2017年11月12日（日）
・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

◎職場訪問例会

　　青島学園

　　　10：00～ 13：30

・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

◎セレモニー
　　松下・黒木・田中会員
◎会員卓話
　　矢野間浩司　会員

第871回　例会　2017年11月6日（月）

会長タイム
加藤　好孝　会長

　今日は、先々週、先週と週末に限り台風が到来

しております。特に今回の台風は県内が豪雨に見

舞われ、水害の被害が多かったのではないかと思

います。我が家は宮崎中学校近辺ですが公共の雨

水管では排水が間に合わなかったのか自宅前の

道路は水深 10cm ぐらいありました。近年に無

い、雨量と感じておりました。

　さて、本日はガバナー公式訪問日です。皆様ご

存知のようにこのガバナー公式訪問とは「ガバ

ナー自身が地区内の各ＲＣを以下のような目的

をもって訪問するもの」と定義されております。

　目的は、

・重要なロータリーの問題に主眼を置き関心を

もたせる；

・弱体あるいは問題のあるクラブに特別な関心

を払う；

・ロータリアンに意欲を起こさせ奉仕活動に参

加させる；また

・地区内におけるロータリアン個人の卓越した

業績を表彰する

　本日はこの様な内容からお話を頂けると思い

ますので楽しみにしてください。

　改めて、本日はガバナーからお話もあり、時間

に余裕がありませんので会長挨拶はここで終了

させていただきます。



ガバナー公式訪問

国際ロータリー第 2730 地区　　　　　　
ガバナー　押川　弘巳

　皆様こんにちは。

　昨年の規定審議会の改訂が様変わりするよう

な状況で、アメリカの理事の方々も何か潮目が変

わったなというような感じで受け止めているよ

うでございますが、この規定審議会がなぜ大幅に

変わってしまったかと申しますと、やはりライ

オンズの人数の拡大です。ライオンズは世界で

140 万人くらいの会員がいらっしゃいます。そ

れに比べてロータリーは 120 万人台に減ってき

ています。それをいかに食い止めるかという所か

ら起きた改訂だと思われます。世界的に見ます

と、ロータリー会員の減少率は日本が一番多いで

す。そしてその次がイギリスやアメリカです。そ

れに比べて韓国、台湾、インドはものすごい増え

方をしております。先週、第 3 ゾーンの会議が

ありましたが、その中で RI 理事の方が言うには、

会員増強は今までのやり方ではいけない、根本的

にやり方を変えないといけないというような事

を言っておられました。やはり何とかして入会し

やすい、そしてクラブ運営も柔軟性のある運営が

求められています。これは会長へご説明申し上げ

ておりますので、会長よりお伝えしていただけれ

ばと思います。

　日本の現状を見ますが、まず世界は 6 つのエ

リアに分かれておりまして、この 6 つのエリア

を 34 ゾーンに分けます。その 34 ゾーンを 539

の地区に分けています。日本はその 34 ゾーンの

中の 3 ゾーンを持っていますが、人数が減少し

ている関係で 2.5 ゾーンに減らされております。

そして今期から 2 名いた理事も 1 名に減らされ、

他の韓国や台湾の方々が理事に入っていくとい

う状況でございます。日本のロータリー会員は

現在 8 万 9 千人くらいです。全国のクラブ数は

2273 クラブで進んでおります。34 の地区があ

りますが、東京のように東京と沖縄で一つの地

区という所もあります。また、東京のもう一つ

の地区は東京と南洋諸島（北マリアナ諸島、グア

ム、ミクロネシア、パラオ）で一つの地区になっ

ています。やっかいな事に、日本の人数が少な

くなって 2.5 ゾーンに減らされたものですから、

第 1 ゾーンから埼玉、千葉、茨城、群馬の 4 県

が第 2 ゾーンへ移動させられました。そして第

2 ゾーンの岐阜、三重が第 3 ゾーンに入ります。

この 4 つも減少された第 1 ゾーンはどうなるの

かと言いますと、インドネシア、パキスタン、バ

ングラディシュが入ってきました。これは今月 3

月の RI 理事会で決まりまして、2019 年の規定

審議会によって決定されるという事になります。

ですから、何とかそれまでの間に人数が増えてい

けば日本だけで 3 ゾーンをやれると思いますが、

なかなか一気に増える状況にはありません。しか

し今回の規定審議会の改訂は会員数を増やせる

きっかけになるかもしれません。これはまたクラ

ブで討議していただきたいと思います。今のロー

タリーのメンバーは 40 才未満が 5％くらいしか

ない状況です。大半は 60 才以上です。このまま

10 年、20 年経ちますと、一体クラブが存続で

きるのかということになります。そこでやはり戦

略計画推進セミナーなどの場で自分のクラブは

何年後にはどれくらいの会員数にしようという

ような目標を立てて会長がクラブを引っ張って

いかないといけませんし、今後のガバナーはそう

いう事を念頭に置いてやっていく必要があると

いう事を強く感じるしだいです。

　今回のイアン H・S ライズリー会長は「変化を

もたらす」をテーマにされましたけども、これは

やはり今までのやり方では駄目ですよ、今後は変

革をもたらすようなクラブの運営を考えていか

ないといけないですよというメッセージだと思

います。また、RI 会長はロータリーの金看板の

職業奉仕について、職業奉仕を理解し、職業奉仕

を一つの信念としてロータリーの中で活動して

いくと、結果はこうでしたというような成功談を

聞きたいとも言われていました。ですから、今回

の「変化をもたらす」は「入りて学び、出でて奉

仕せよ」という面で、ロータリアンが「このクラ

ブは何なんだ」と言われた時に、「奉仕の心を磨

くところなんですよ」と言えるようにする。では

その心を磨くという事は人間としてあるべき心、

すなわち倫理です。今までの倫理運動に加えて倫

理実践運動をやってくださいということです。倫

理だけを言っていたのでは会員も増えていきま

せんし広がりません。対外的に分かっていただく

為には行動を起こさないと駄目なのです。ロータ

リークラブは社交クラブとして、ロータリアンの

心を育て、世の中に倫理を提唱していくべき使命

を持った団体だという事です。人からの問いに



「私たちは行動を持って答えますから、我々の行

動に注目してください。奉仕を通じて世間の変

化をもたらします。」ということが言えるような

ロータリアンになってほしいと思います。

　私は今期のスローガンの中で「純増 1」と申し

上げています。なかなか成し遂げるのは難しいと

思いますが、何とか各クラブで達成していただけ

ればと思っております。ライズリー会長はこの年

度において若い会員、女性会員を増やしてくださ

いと言っておられました。ここがポイントになる

かと思います。

クラブフォーラム

クラブ研修委員会の取り組みの状況

１．宮崎東 RC のクラブ研修委員会

　2010 年～ 11 年度にクラブ研修リーダーを

決め、2012 年～ 13 年度にクラブ研修委員会

が発足した。今年度、地区が求めるクラブ研修

リーダーは公式訪問計画書には記載されてい

ないが、地区の研修方針等の情報は、現ガバ

ナー補佐の久寿米木会員、また地区クラブ研修

委員会委員の平木会員から得られるだろう。

　本委員会メンバーは、上村と畠中副委員長の

２名である。

クラブ研修委員会　委員長　上村健太郎

２．本クラブの状況

　会員数 36 名、そのうち 16 名が３年未満会

員である。地区テーマ「ロータリーを知り、理

解を深めよう」に則り、正しいローター情報を

早く知ってもらい、楽しいロータリー活動を

送っていただくことが肝要と思う。

３．研修委員会活動の現状と計画

　昨年度の青井委員長時には、１）情報共有を

目的として HP の作成　２）ＲＩの規定変更も

あり、宮崎東 RC 定款細則の改定　３）「クラ

ブ活動について」の外部卓話 の３点の活動が

あった。

　今年度は３つの活動計画をたて、今年度に

なって幹事を含めて委員会を開催して具体的

な方針を決めた。

１）例会時。４回のクラブ研修委員会アワー

　第１回はすでに上村が「ロータリーのサー

ビスとは」について卓話した。短時間では

あったが、「サービス」はよく使われる言葉

であるので、理解の一助になったと思う。第

２回は、都原ガバナー補佐経験者に「ロー

タリーについて」の卓話をお願いしている。 

第３回と第４回は、「改定した定款細則」の

テーマで改定に携わった青井・（久寿米木）

会員に主に説明してもらい、ロータリー活動

をする上で、どのように行動すればいいかを

再確認してもらう場にしたい。

２）新会員等の研修セミナーの実施

　年２回を計画している。なるべく多くの会

員が参加できるよう模索している。

３）ロータリーの友、ガバナー月信の記事紹介

　私の知識不足で雑誌・ロータリー情報委員

会活動と被ってしまいましたので方針を取

り下げますが。クラブ研修にとって重要なの

で協力したい。



例 会 記 録 第870回  2017年10月30日（月）

プログラム

・会長タイム　　・幹事報告　　・委員会報告

◎ガバナー公式訪問

　　ガバナー　　　押川　弘巳

　　ガバナー補佐　久寿米木和夫

ロータリー戦略計画について

　戦略計画について宮崎東クラブでは現在戦略

計画委員会を立ち上げていませんし、私自身勉強

不足でどういった内容の発表を行えばよいのか

と思って色々考えましたが、結果色々調べれば余

計にロータリーの奥の深さにドツボにハマって

しまいました、本日は内容が沿わないかもしれま

せんがわたくしなりの戦力計画について発表し

たいと思います。

　戦略計画について調べますと、戦略的目標とし

て（クラブサポートの強化）（人道的奉仕の重点

化と増加）（公共イメージと認知度の向上）この

３つの項目が出てきます。

　東クラブで行っている継続事業でこの戦略的

目標にあたるものは、職業奉仕賞の授与、昨年度

までは赤江まつばら支援学校との交流及びロー

タリー文庫の贈呈、赤江まつばら支援学校との事

業は学校側の組織の問題や父兄の考えの変化等

の色々な面より東クラブ創立 20 周年で一区切り

として昨年度までで終了した。本年度より新たに

青島学園との交流とロータリー文庫の贈呈をス

タート予定、鹿児島サザンウインドＲＣと共催し

て行っている南九州車いすバスケット大会の３

つの事業が戦略的目標に当てはまってくるので

はないかと思います。いずれも東クラブの魅力と

なる事業でこの３つの事業を継続的に行ってい

くことが戦略計画になるのではないかと考えま

す。

クラブ管理運営委員会　リーダー

副会長　濱田　国雄

　３事業以外で考えますと具体的にクラブで組

織委員会を作ったわけではありませんが、当クラ

ブで継続的に行っている事業は会員増強ではな

いかと思います。昨年度会員増強委員長を仰せつ

かっていたこともありますので、会員増強につい

て現状を報告いたします。

　クラブの会員数は 2011 年に 21 名にまで減っ

てしまい 20 数名の期間が２、３年続きクラブの

活動も限られた人数で行っており、個人的な役割

も多く色々な個人にかかる負担が多かったよう

に思います。

　そういったことから会員を増やさなければと

行けないとう意識が当時大部分の会員にあった

と思います。

　2014 年ごろから 2017 年に迎える創立 20

周年に向け会員数を増やそうという声が広がり、

20 周年に向けて創立時の人数（48 名）近づく

べく具体的に目標会員数を (40 名 ) にして会員増

強に取り組んできました。

　平木会長年度、都原会長年度では、（昨年、一

昨年度では）会員増強委員会を中心に通常例会時

にも会員増強ミーティング（グループディスカッ

ション）の時間を設け会員全員参加で会員増強に

ついて意見を交換しました。このミーティングを

行うことで会員が常に会員増強への意識をもっ

ていただいたのではないかと思います。結果とし

て 20 周年事業には最終会員数は 34 名まで増え

て迎えることが出来ました。

　本年度も 20 周年は終わりましたが、畠中増強

委員長を中心に 20 周年では達成できなかった

40 名を目標に会員数を増やすべく活動を行って

います。

　最後に今後中期長期の計画を立てる場合は数

年後までの会長を決めて取り組むことが必要で

あると思います。

　2 年後以降の会長予定者がまだ東クラブでは決

まっていませんので、今後歴代会長会など開き早

急に決めていく必要があるように思います。

出席状況報告

10月30日 第870回 10月16日 第868回

会員数 35名（34名） 会員数 35名（34名）

出席数 20名 出席数 20名

出席率 58.82％ 修正出席率 79.41％

本日のビジター　長嶺　貴臣（地区幹事・宮崎北ＲＣ）
メーキャップ　　前取り：今和泉　悟 君、岩切　久美 君
　　　　　　　　　　　　都原　清次 君、平木　泰英 君
　　　　　　　　後取り：田中　　臣 君、廣庭　辰朗 君
　　　　　　　　　　　　矢野間浩司 君

メイキャップを積極的に行いましょう。


