
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガバナー公式訪問例会            

  

野中玄雄ガバナーと橋口正樹ガバナー補佐をお迎えして 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間                     会長 藤本範行 

皆さんこんにちは。9月に 

入りまして早3日。今日は待ちに

待ったガバナー訪問の日です。こ

こにお出でいただいている野中

ガバナーは、今年度の公式訪問を

７月７日の奄美中央 RC を皮切り

に、昨夜の宮崎北 RC の公式訪問

が、39回目だそうです。本日の我

が高鍋ロータリークラブの公式

訪問は、なんと 40回目になります。今年度創立 40周年を

迎える高鍋に、40 番目に来ていただいたのは単なる偶然

なのでしょうか？お疲れのところようこそきてください

ました。本当にありがとうございます。 

本日は、この良き日に入会してくださる三原元季君、そ

れに 4 人のご婦人方にも出席いただきました。嬉しさ倍

増です。 

先週は、親睦委員長の岩切洋君の企画により、今期 2回

目の炉辺会合を、宮崎の道北君のお店『ひょうすんぼ』で

開催しました。14 名の参加でした。狭い店内を貸切り、

美味しい料理と楽しい会話で大いに盛り上がりました。 

2次会にも行ったので帰りのバスの時間を 30分以上延 

長し、バスの中では大騒ぎしながら帰りました。有意義な

炉辺会合となりました。行かれた皆さん方、おつかれさん

でした。岩切君、素敵な企画をありがとう！ 
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2730地区ガバナー    野中 玄雄 

中部分区ガバナー補佐    橋口 正樹 

RIテーマ 『世界へのプレゼントになろう』 

第 2730地区テーマ『奉仕は力！活かそう例会』 

高鍋ロータリークラブテーマ 

     『創立 40周年へのプレゼントになろう』 

9月の月間テーマ  

   基本的教育と識字率の向上月間 

 

７．ＢＯＸ披露 

８．各委員会報告 

９．雑誌紹介・クラブ研修  

10．新入会員卓話 

11．次週例会案内 

12. 点   鐘 

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

 四つのテスト 

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  ＊ポリオ BOX  

＊血圧測定  ＊雑誌紹介  ＊クラブ研修会 

＊新入会員卓話―甲斐英治君   ＊理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次週例会案内；9月 17日（1898回）  

＊外部卓話―高鍋高等学校校長 

＊100万㌦     ＊プログラム委員会 

第 1896 回 例会内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロータリーは、1905年にポールハリス氏が 3人に呼び

かけて創設されました。今年で110年になります。当時独

身だったハリス氏は、5年後に結婚しますが、ジーン夫人

は、ロータリーの精神の素晴らしさを理解して、一緒に奉

仕の手伝いをしながら、他のロータリアンの夫人たちに、

こう言われたそうです。「ご主人のロータリーの活動を奨

励してください。ご主人方は例会から帰られるたびに、よ

り素晴らしい男性に成長されるはずです」。この頃から、

配偶者の理解は大変重要だったようです。 

ロータリーに女性会員が誕生したのは、1989 年の規定

審議会で女性の入会が認められてからですから、最近の

ことです。職場で高い地位に就く女性が増えるにつれ、

1960 年代になって機運が高まりますが、中々難しくて、

1987 年の米国連邦最高裁判所の「ＲＣが性別を理由に女

性を会員として拒否することはできない」という判決を

受けて初めて、女性の入会が認められ急増したようです。 

1年後には、2万人も入会し、1995年には、女性の地区

ガバナーが 8名誕生。2009年には、全世界の女性会員数

は、1万9千人近くになり、63人が地区ガバナーに就任し

ています。現在世界の会員は、約 120万人ですが、そのう

ち女性会員は 19％を占めています。日本は非常に少なく

僅かに 5％です。ちなみに2730地区は8％で全国第４位。 

我が高鍋 RCは、まだ 2人ですから 2％余りということ

になります。これからは、女性会員の増強にも務めて、創

立 40 周年記念式典開催までには、会員数を 50 人の大台

に乗せて、そのうち女性会員4人を目指したいものです。 

皆さんこれから更に会員増強に努めていきましょう！ 

今日を迎えるにあたりまして多くの方のご協力に感謝

します。 特に事務局の財津さんには、多大な資料の準備

から作成に並々ならぬご苦労された上に、ぎりぎりまで

の無理な要望や注文に応えていただきました。ここに改

めてお礼を申し上げます。「野中ガバナー、橋口ガバナー

補佐、そして皆々様、本日までありがとうございました」。 

 

■幹事報告＜文書案内＞     幹事 中武泰一郎君 

＊第10回ロータリー勉強会案内 

 日時 2015年10月21日(水) 

         18：30～20：30 

 場所 ホテルマリックス2階 

＊中部分区ＩＭのご案内 

 日時 平成27年11月7日(土) 

    講演会14：30～16：50 

    懇親会17：00～19：00 

  場所 ウェディングパレス敷島  

 登録料  2,000円（各クラブ会員 全員登録） 

懇親会費 3,000円（希望者） 

＊2014-2015年度収支決算承認の件 

＊ソウル国際大会参加のお願い(再) 

日程 2016年5月28日～6月1日 

＊2016-17年度派遣学生応募説明会のご案内 

＊会長・幹事・ＳＡＡの集合写真送付のお願い 

 

■ＢＯＸ披露       親睦活動委員長 岩切 洋君 

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

藤本範行君  野中ガバナー、橋口 

ガバナー補佐をお迎えしてあり 

がたいです。新入会員の三原元 

季君入会おめでとうございます  

 4人の奥様方今後とも宜しくお 

願いします。 

中武泰一郎君 野中ガバナー、橋口ガバナー補佐をお迎 

えして。クラブフォーラムは宜しくお願い致します。 

松尾正博君 野中ガバナー、橋口ガバナー補佐、山内様、 

野辺様ようこそお越しいただきました。ありがとうござ 

います。4名のご婦人ご出席ありがとうございます。 

誕生日のおいわいのお礼」として。 

茂木晃君 野中ガバナー、橋口ガバナー補佐をお迎えして。 

 三原君ようこそ！ 

関正夫君 野中ガバナー公式訪問ご苦労様です。 

 誕生祝のお返しとして。嬉しかった事、そうでなかった 

事もまとめて。 

平山英俊君 野中ガバナーをお迎えして。誕生祝を有難 

うございました。 

桑野倫夫君 野中ガバナー、橋口ガバナー補佐をお迎え 

して。誕生日祝いのお礼として。 

木村貞夫君 野中ガバナーを私達高鍋ロータリークラブ 

にお迎えして良きアドバイスをお願い致します。感謝。 

岩切洋君 野中ガバナー、橋口ガバナー補佐、宮日高鍋支 

局長野辺様をお迎えして。誕生日祝いのお返しとして。 

ありがとうございます。 

岡島達雄君 野中ガバナーほかゲスト、ビジターの皆様 

ようこそ。結婚記念日祝ありがとうございました。 

小泉潔君 野中ガバナーほかゲスト、ビジターの皆様に

感謝いたします。誕生日祝いのお礼として。 

 

■出席報告        出席副委員長 向山健一君 

  

出席状況（9/3）  

会  員  数 46名 

出 席 会 員 数  40名 

ホーム出席率 86.96％ 

前々回修正出席率    ％ 

 

クラブ出席率 100％例会＆ガバナー歓迎のくすだま！ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ご出席いただいた ご夫人の皆様  

 

☆入会セレモニー  

 野中ガバナー・藤本会長とともに・・・ 

今年度の入会者 尾﨑君・三原君・甲斐君 

 

 

☆９月のセレモニー  誕生日おめでとう！ 

 平山君85歳、関君80歳、松尾君69歳、小泉君64歳     

 桑野君60歳、岩切君53歳 

    

 

結婚記念日おめでとう！福岡君、岡島君 

   

                   ＳＡＡ岡島君 

 

☆ガバナー公式訪問 ＜クラブフォーラム＞ 

『奉仕は力！活かそう例会』 

『こうすれば、どうすれば、ああすれば、会員増強？』 

                 会員増強委員長 石田喜克君 

2003年12月に入会して、

12年目で初めて会員増強委員

会に配属されました。前委員

長の黒木敏之君は、今回を含

み9回も会員増強委員会経験

者です。その次が、先日ご逝

去されました、故島子勝芳大

先輩が4回経験されておりま

す。私を含む8名の在籍会員

の方々が1回経験となっております。苦労されながら、

50名前後をキープされて来られた黒木敏之君に方法伝授

を授かり精進する覚悟です。じっと待っていても会員は

増えません。アクションを興すべく、ここ2ヶ月間で行

動した事と云えば、職業分類充填・未充填一覧表を見て

思うが儘に友人知人の名前を羅列しました。ひとりでや

って20名程は、顔と名前が浮かんできましたが、この

作業を数名で実施すれば候補者名も数倍になるかなと、

勝手にプラス思考になっています。また、7月の理事会

から毎月、協議事項で新入会員候補者の名前をコールし

て頂いております。本日、入会式の方々を含む数名の方

がここ数か月の間に入会されました。ちょっとしたご縁

での入会、前委員長の熱き説得、パスト会長、藤本会長

のサポートなど、さまざまな環境下で、多数の会員の皆

様が行動を興して頂き入会されております。総合力とで

もいいましょうか、『YES』と云って頂く環境を創るこ

とが大事だなぁ～と感じました。 

入会とは別に、退会者問題の件です。私が入会後でも

30名前後の方々が高鍋RCを何らかの理由で退会されて

おります。退会率を50％減少させると云う目標設定もあ

りかなと考えております。目標は、会員何名、サブタイ

トルで退会率何％と並行して考えれば、増強率がアップ

するのでは？と考えております。 

最後になりましたが、石井出席委員長から、8月20日

の例会で教えて頂いたことを発表させて頂きます。23年

ぶりに完全出席100％をやり遂げられました。すさまじ

い程の情熱を抱かれ成し遂げられた様は、『最高』ブラ

ボーでした。当日の出席が厳しいだろうと思う会員さん

には出張を変更して頂いたとか？色々苦労された事を、

後日知らされました。 

苦労なくして成功はなし！ですね！ 出席委員会とタ

イアップして出席率が落ちてきている会員さんを例会出

席して頂けるよう誘導するのも会員増強委員会の役割だ

と思います。色々な工夫をし、前を向いて、情熱を燃や

しつつ、行動を起し、来年5月末までには、会員 50名

超もしくは55名を目指します。皆様のご協力をお願い

申し上げます。 

以上で、報告を終わらせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


