
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間          会長 石田喜克君 

今月は、会員増強及び拡

大月間となっております。

本日も大変お忙しい中に時

間を割いて頂きまして、会

員増強・分類選考委員会の

黒木委員長さんから卓話を

頂くことになっております。 

会員を増やすためには、何をしなくてはならないかを解

かりやすく指導していただけるのではと考えております。 

持論でありますが、例会の出席率が 90％を超え更に

100％に近くなるようになれば、会員数は、右肩上がりで

増加するのでは？と思っております。勧誘したくなるよ

うな環境が整っていくことが大事かなと考えております。 

2 年程前に長期計画委員会で検討した結果を振り返り

ますと、40名以下にクラブ会員数が減尐すると、現在の

会費では、クラブ運営が厳しくなると報告されておりま

す。その時に、『なかよし五よしクラブ』という言葉が

ありましたが記憶にありますでしょうか？    

会員よし・家族よし・会社よし・地域よし・世界よし

の5つのＧＯＯＤ・良い（ＯＫ）を創り上げる、高鍋Ｒ

Ｃの素晴らしいビジョンを明確化して頂きました。 

環境整備をしながら、2016年の 40周年には、5ヶ年計

画が終了いたします。是非、48名会員が一致団結すれば、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標達成は可能だと思います。ご協力を宜しくお願い致

します。 

さて、理事会の報告をさせて頂きます。杉尾義秀君の

長期療養による出席免除の件、プロジェクター・スクリ

ーン購入の件、ドイツからのＶＴＴ5名受け入れの件は、

週報報告通りに決議されました事をご報告いたします。 

あと2回後の例会は、1800回記念例会（8月29日）と

なります。何かしなくては？と考えておりますが、ご助

言を承りたいと思っております。来週は、特別休会とな

ります。3 週間後ですので、ちょっとした企画のみの対

応でしか不可能だと思いますが、何か名案があれば教え

てください。宜しくお願い致します。 

今月は、会員候補者のお話をしながら食事をとって頂

けましたら幸いです。喉に食べ物を詰まらせないように

して食事の時間をお過ごしください。 

本日も、ロータリーを楽しみましょう！ 

 

■幹事報告＜文書案内＞    幹事 岩切 洋君 

＊規定審議会に関する補足説明 

＊地区補助金送金の件 

＊第13回高鍋灯籠まつり「町民 

総おどり」参加お願い 

＊平成25年度共同募金街頭募 

金の協力お願い（9/6〆切） 

＊ＲＡ岩澤地区委員長より第1回 

ローターアクト委員長会の経過と感想 

＊全クラブＷＥＢ保有に向けてアドレスの確認 

 

  

武 末  喜久治 

 

 

第 1799 回 平成 25 年 8 月 22 日プログラム 

 

 

 

 

 

 

2730地区ガバナー    大迫 三郎 

中部分区ガバナー補佐    尾﨑 敏弘 

第2730地区テーマ 

     『職業奉仕の実践』『感動』 

高鍋ロータリークラブテーマ 

     『みんなで力を合わせて行動を』 

8月の月間テーマ  

     会員増強及び拡大間 

７．ＢＯＸ披露 

８．各委員会報告 

９．会員卓話 

10．次週例会案内 

11．点   鐘 

 

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

  我らの生業 

３．ビジター・ゲスト紹介  

４．会長の時間 

５．幹事報告 

６．出席報告 

 
本日の例会案内  

＊会員卓話（職業卓話－岩切洋君、福岡直樹君） 

 ＊プログラム委員会 

 

 

 

 

 

次週例会案内；8月 29日（1800回） 

 ＊外部卓話―石井十次顕彰会 税田格十様 

  ＊100万ドル 

第 1798 回 例会内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＊2013-2014年度地区大会のご案内 （全員登録） 

日時 平成25年10月12日(土) ～13日(日)  

場所 シーガイアサミットホール  登録料 9,000円 

 

■出席報告       出席委員長 野田俊一君 

出席状況          

会  員  数 48名 

出 席 会 員 数 36名 

ホーム出席率 76.60％ 

前々回修正出席率 80.00％ 

 

■ＢＯＸ披露     親睦活動委員 緒方郁男君 

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

石田喜克君 本日は会員増強 

 分類選考委員会による卓話 

を頂きます。楽しみにして 

おります。杉尾君が出席し 

て頂きました。高鍋西中の 

ラグビー部が九州大会で優 

勝しました。全国大会（9月）での健闘を祈ります。 

杉尾義秀君 久しぶりの出会です。 

黒木敏之君 会員増強月間です。会員増強ご協力をお願 

い致します。久し振りに杉尾さんとお会いできました。 

 

■情報委員会便り  2013.Ａug 

   Ｒ情報委員長 平山英俊君 

一、ロータリーの綱領は、高鍋

ＲＣ定款第４条に規定、ロータ

リアンの目標設定、道しるべと

なっている。1905年のシカゴで

ポールハリスがＲＣを創設した

翌年に定款 2条が作られ、それ

が綱領を兹ねていた。それから以降の規定審議会で次々

と綱領の内容が整って1951年に現在の型になった。その 

日本語版は 1989年に改正されたが、本年になって再び改

訳されることになる。 

 そして「新ロータリーの目的」としてガバナー月信は

3 月号から、ロータリーの友は 7 月号から新たに掲載さ

れている。 

二、「新ロータリーの目的」と「旧ロータリーの綱領」

を比較すると、その内容は殆ど変わらないが、表現が尐

し違っている。 

旧          新 

奉仕の理想を鼓吹し → 奉仕の理念を奨励し 

   鼓吹育成する    → 奨励する 

 第2業務を品位あらしめる→職業を高潔なものにする 

 第3奉仕の理想を適用する→奉仕の理念を実践する 

三、今迄の「ロータリー綱領」が、ずばり目的として表

現され、その内容も簡潔に整備されたようである。私達

ロータリアンは、この理念をもって行動実践し、かつ高

潔な気持ちを持ち続けたいものである。 

情報委員会便り 2013、SEP 予告 「四つのテスト」 

■会員増強及び拡大月間卓話  委員長 黒木敏之君 

 石田会長のラグビー精神 

会員増強５５名へのナイストライ 

   

会員増強委員会 

  委員長  黒木敏之 

  副委員長 関 正夫 

  委員   島子勝芳 

 

 

国際ロータリー（2013年5月31日現在） 

クラブ数 34558   会員数 1220115名 

1位USA 341515名     2位インド 123941名 

3位日本 88685名    4位韓国 61258名 

5位ブラジル56346名   6位ドイツ 52329名 

7位イギリス42262    8位イタリア40949名 

日本のロータリークラブ（2013年3月31日） 

クラブ数 2296   会員数 89096名 

          前年会員数  89546名 

日本での１クラブ平均会員数の推移 

93年 53名   03年44名   13年36名 

 

2730地区会員増強状況 

・前年（7/1）2281名 →今年（7/1）2278名 3名減 

・64クラブ中28クラブ1名以上増，36クラブ0or減 

・宮崎県内会員数13名増（5月末現在） 

・5名以上増クラブ 

8名増：宮崎  5名増：延岡、延岡東 

・最減尐クラブ 

4名減：小林  3名減：西都 

 

目標達成のための施策（1）
1. 毎月の理事会・第一番目の議題は「会員増強

問題」としてもらい、それを実行する。

2. すべての委員会の委員長は会員増強委員会
の委員となってもらい、各委員会1名の新会員
獲得をお願いする。

3. 会員全員が情報を共有するため正面にリアル
タイムに会員増強状況を表示する。

4. 1名入会ごとに新会員歓迎会を実施する。歓迎
会において新会員及び推薦者に記念品を贈呈
する。

5. 絶対に退会者を出さない。

目標達成のための施策（2）

• いくら新会員を獲得しても、退会者が多く出れば、
ざるで水をすくうようなもの。退会防止が必要で
ある。

• このため、理事会、プログラム委員会、SAAに、
例会を魅力的にすることを要望する。

• これに応えて、会長は「心豊かで、和気あいあ
い」の例会運営と魅力あふれる例会づくりに命を
かけると誓った。

• その結果、今年は退会者が出ないはずである。

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



例会運営について 

会長のスピーチがキーポイント 

新会員をできるだけ活用する 

例会運営の司会も重要 

委員会活動の活性化もかかせない 

 

会長のラグビー魂 

全員スクラム会員数55名へのナイストライ 

みんなで力を合わせて達成しよう。 

ご協力おねがいします。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜メンバー紹介＞ 

山口準威智（順一）君 

１．職業    建設工事業（鉄骨・設備・建設） 

２．家族    妻１人、子供５人（長男、次男、三男、

長女、次女） 

３．趣味    卖車改造、お茶会、ドライブ、ピアノ、 

ウクレレ、サーフィン 

４．座右の銘  一とは原点 

５．メッセージ     

            

福岡直樹君 

１．職業    （有）福岡生花店。 

切花 鉢物 販売 卸小売 

２．家族    妻１人、娘１人、妻の母１人、となりに 

母１人、犬１匹 

３．趣味    映画鑑賞、釣り 

４．座右の銘  為せば成る 為さねば成らぬ 何事も 

           成らぬは人の 為さぬなりけり 

５．メッセージ 娘にかまってもらいたい 

            

＜情報の広場＞ 

 本日は、昭和８８年８月８日でした。 

 

＜クラブ会報委員会より＞ 

 黒木敏之君の卓話、会員増強に努力したいと思います。

素晴らしい里山も実現しますように。ありがとうござい

ました。皆様プロフィールの提出を宜しくお願いします。 

 

  

ＳＡＡ 井上君        ピアノ演奏 森さん 

 

 

 

新「ロータリーの目的」 

  ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として 

奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。 

  具体的には、次の各項を奨励することにある： 

第1.知り合いを広めることによって奉仕の機会と 

 すること； 

第2.職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は 

 すべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する 

 機会としてロータリアン各自の職業を高潔な 

 ものにすること； 

第3.ロータリアン一人一人が、個人として、また 

 事業および社会生活において、日々奉仕の理念 

 を実践すること； 

第4.奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネット 

  ワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進 

 すること； 

付記 

 「ロータリーの目的」の4つの項目は、等しく 

重要な意味を持ち、また同時に行動を起こさなけ 

ればならないものであるということで、RI理事会 

の意見が一致した。（ロータリー章典 26.020） 

 

 

 

『メ－クアップしましょう』  

県内近隣クラブメ－クアップ会場 

出席委員会 

  宮崎单 宮崎観光ホテル西館 8階 

月 日向 日向第一ホテル 

  宮崎東 ウェルシティー宮崎 

  日向東 はまぐり荘 

火 宮崎 宮崎観光ホテル 

  西都 ウェディングパレス敷島 

  都城北 都城ロイヤルホテル 

  日向中央 はまぐり荘 

水 宮崎北 ホテルマリックス 

  都城西 ホテル中山荘 

  佐土原 サンホテルフェニックス 

木 宮崎中央 サミット・クリスタルルーム 

  都城中央 ホテル中山荘 

金 宮崎西 宮崎観光ホテル 

  都城 メインホテルナカムラ 

高鍋ローターアクトクラブの例会    

   第1・第3月曜日 19：30～  場所；宮日会館 

 

 


