
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間          会長 武末喜久治君 

皆さんこんにちは。8日は

旧暦の 8月 15日で中秋の名

月でしたが、月の満ち欠けで

いう満月は 9日でした。皆さ

んはお月見されましたか。私

は連チャンで道北君の店で

焼酎をのみながらの月見で

した。 

逃がした魚は大きいと言

われますが、全米オープンテニスで錦織選手が惜しくも

日本人初の優勝を逸しました。しかしクロアチアのチリ

ッチの 198 センチの長身から打ち込まれる高速サーブに

やられたという感じでした。 

錦織選手がテニスを始めたきっかけは 5 歳の時父親が

ハワイ土産で買ってきた子供用のテニスラケットだった

ということです。いろんなスポーツを見て感じることは、

すでに手遅れですが才能を見出すにはやはり親の役割は

大切だということですね。錦織選手は島根県出身です。 

新聞記事からですが、島根県はこの何年か知名度の低

さを逆手にとってPRに励んでいて「島根は鳥取の左側で

す」が最も有名だそうです。他には「人が集まるのがシネ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

マです。人が集まらないのが島根です」という自虐ネタや

他県の人によく鳥取と間違われることから「もういっそ

砂丘を作ろうと思う」というのもあるそうです。優勝は逃

しましたが錦織選手の健闘をたたえ、来年に期待したい

と思います。 

さて先週は25日のガバナー公式訪問前のクラブ協議会

ということでガバナー補佐の前で、野田君と高橋君には

当日行うクラブフォーラムの予行演習をしていただきま

した。お疲れ様でした。 また突然ではありましたがSAA

の指名で井上君にも発表していたただき、ありがとうご

ざいました。野田君と高橋君それに前会長の石田君には

クラブフォーラムでの発表よろしくお願いします。 

入会されたばかりの方の為にガバナー公式訪問とは何

かを説明させていただきます。2730 地区ガバナーのもと

に鹿児島・奄美に38クラブ宮﨑に 26クラブあります。 

それを10分区に分けて各分区にガバナー補佐がいます。

年に 1 度ガバナーが各地区内の各クラブを次の目的を持

って訪問するのが公式訪問です。 

１．重要なロータリーの問題に主眼を置き関心を持たせ 

る。 

２．弱体あるいは問題のあるクラブに関心を払う 

３．ロータリアンに意欲を起こさせ奉仕活動に参加させ 

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。 

とあります。  
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第 1851 回 平成 26 年 9 月 18 日プログラム  

 

 

 

 

 

 

 

2730地区ガバナー    田中 俊實 

中部分区ガバナー補佐    押川 弘巳 

RIテーマ・第 2730地区テーマ 

   『ロータリーに輝きを』 

高鍋ロータリークラブテーマ 

   『クラブの活性化』 

9月の月間テーマ  

  新世代のための月間 

７．ＢＯＸ披露 

８．各委員会報告 

９．観月会 

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    

＊夜間例会 18：30～（於；川南町 三原邸広場） 

＊観月会―親睦活動担当 

  

 

 

 

 

 

次週例会案内；9月 25日（1852回） 

 ＊ガバナー公式訪問 

＊クラブ協議会     

会員＝12：00集合 

    

第 1850 回 例会内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



今回2730地区田中ガバナー訪問はそれに基づきまずゲ

ーリーホワン会長のテーマ「ロータリーにかがやきを」の

説明と普及、2 番目にクラブ目標への進展状況の確認、3

つ目にクラブ活性化の為の意見交換そして最後に素晴ら

しいロータリアンとの出会いをあげられています。 

当日の例会の中でガバナーアドレスがあります。格調

高いアドレスがあることと思いますのでぜひ 100％出席

でお願いいたします。 

本日は新世代の為の月間として青少年・ローターアク

ト副委員長の松本洋一郎様をお迎えして卓話をお聞きし

ます。高鍋クラブのローターアクトを今後どう立て直し

て行くか考える上で良きアドバイスをいただけたらと思

います。 

 

■幹事報告＜文書案内＞     副幹事 福本幸良君 

＊第43回ローターアクト 

 地区年次大会案内  

日時 26年11月8～9日 

 14：45～12：30 

 場所 メインホテルナカムラ 

＊献血参加運動協力依頼 

 日時 26年10月7日 

   9：00～17：00 

 場所 高鍋町中央公民館 

＊故島津久厚氏の偲ぶ会葬 

 都城市民葬  平成26年11月 22日 10：00～ 

        都城市早水公園体育文化センター 

 

■出席報告          出席委員長 長野孝吉君 

出席状況（9/11） 

会  員  数 46名 

出 席 会 員 数 35名 

ホーム出席率 77.78％ 

前々回修正出席率 91.11％ 

 

 

 

■ＢＯＸ披露      親睦活動委員長 坂田師通君 

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

武末喜久治君 顔敏明ご夫妻 

 ようこそ高鍋クラブへ。 

桑野倫夫君 遅くなりました 

が誕生祝のお返しとして。 

福岡直樹君 結婚記念のお礼 

中武泰一郎君 松本洋一郎様 

ご多用中卓話をお引き受け 

頂き有難うございました。本日は宜しくお願いします。 

松尾正博君 誕生日祝いのお返しとして。 

石田喜克君 顔敏明さんの今後益々の発展をご祈願申し 

上げます。松本副委員長を大歓迎します。 

坂田師通君 入会させて頂いて３年が過ぎました。 

これからも皆様のご指導お願いします。 

☆外部卓話     

高鍋RC-RACの活性化について 

2730地区ローターアクト副委員長 松本洋一郎様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ローターアクトとは 

18才から30才までの学生、社会人の異業種交流会です。

その交流を通して、共に地域社会の活動を企画・参加し、

また提唱RCと協力して活動することにより、スキルやリ

ーダーとしての素養を高め、お互いに尊重しあう観念を

養うことです。そして、将来のロータリアンとして育てる

ことです。 

2. 2730地区RACの現状と課題 

2014-15年度地区代表 都城RAC 藤田雄也君 他役員

6名  地区  24クラブ  212名(14.07現在) 

宮崎県分区 7クラブ63名(14.07現在) 

地区の年間行事 RA 年次大会・連絡協議会・幹部研修会

等 7行事 RA委員長会 2回 

RACへの補助金は5〜30万円で RCによって様々です。 

各 RAC の共通の問題は会員減少です。いかに会員を増や

すかが課題となっています。ここ数年の地区の会員数の

推移を見ると、一時期 200 名を割り 167 名まで減少しま

した。3年前から増加に転じ現在 212名です。個別に見る

と一部の RAC が増えて、多くのクラブは減少傾向にあり

ます。会員増強は2つの側面があります。 

１つは退会者を無くすこと。もう一つは新会員を増や

すことです。これらのことについて、地区ではRA委員長

研修会やラ連絡協議会を開いて皆さんの悩みや意見を交

換しあう場を設けています。会長・幹事・RA 委員長様に

参加していただけると、課題やアイデアの共有が深くで

きると思います。よろしくお願いします。 

3. 宮崎県分区のRACの現状 

私は宮崎ＲＣで2007と2010年度に宮崎RA委員長を努

めさせていただきました。2011 年度以降は地区の副委員

長を務めさせていただき今年 4 期目になります。当初は

RAC の活動がいかなる物か理解できずに、RA 委員長とし

て何をして良いのか分かりませんでした。2回目の委員長

の時に地区の行事に初めて参加し、委員長研修会にて加

治木RACの模擬例会が行われました、国旗・RA旗の掲揚、

点鐘、RA ソングの唱和、おもしろくてフランクリーな例

会進行、出席者全員の 1分間トーク等々、RAの熱心な取

り組みに非常に感銘を受けました。以降地区行事にでき

るだけ参加することを目標にし、RA への理解に努めよう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



にしています。連絡協議会、幹部研修会、全国 RA研修会、

七地区交流会、日韓RA親善交歓会等です。これらのイベ

ントを通して若い方達との交流も増え多くのことを学ば

せていただきました。2010年度、2011年度の地区代表は

小林RAC、都城RACから出ています。それまでは鹿児島分

区の活動が活発で宮崎分区はおとなしかったように思い

ます。宮崎分区から地区代表が出てきた事により、少しず

つ意識が変化してきたようです。宮崎 RAC も地区の行事

に参加する RAが出てきました。宮崎分区からも地区行事

に参加したり、また、地区役員に就く者も増えてきました。

現在幹事に宮崎 RAC の川越さん、宮崎中央 RAC から後藤

君が分区代理として頑張っています。 

先日も宮崎市内 3 クラブの合同例会・交流会を開きま

した。次回は高鍋 RAC も一緒に参加できると良いと思い

ます。 

4. RCとRAに関わる課題と解決のヒント 

会員増強について 

地区における会員増加要因の１つは、3年前から地区代

表が2730地区RACを全て廻り、交流をし活動への理解を

深めてきた事にあると思います。それにより各 RAC の会

員増強の取り組みが積極的になってきました。 

1） 退会者を無くす事について 

 ・有意義で楽しい例会・イベント活動を行う。 

 ・他のRACとの合同例会を開いたり、イベントに 

参加して交流を広げ深める。 

 ・イベントを企画する事により、ハードルを越え 

る苦労や達成感を共有でき仲間意識が強まる。 

2） 新会員を増やすことについて 

・多くの人を集めてのRA説明会を開き、RACの活 

動をしてもらう。 

・今年度地区では、一般の方達にもRA活動を知っ 

てもらうためにメディア（新聞・TV）を利用し 

た広報活動を行う事を目標にしています。 

 

RA活動を支援するためには、RCからの理解と協力が必

要です。RAを理解するために、3年ほど委員を継続して務

める事も必要です。RA を理解するために、例会・イベン

トに参加する事も必要です。RA を育てていくために多く

の助言や指導の方よろしくお願い致します。 

 

 

 

     

      ソングリーダー 橋口清和君 

 

  

米山奨学生世話クラブの皆様  

半年間お世話になりました。 顔 明敏 君  

     

 

  
 修了証授与  武末会長と 顔明敏君ご夫妻    

 

 

         

カウンセラー代理挨拶 

 国際奉仕委員長 石田喜克君 

 

 

         

           歯車会の案内 

広報雑誌ＩＴ委員長 緒方郁男君 

 


