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第 1940 回 平成 28 年 8 月 18 日プログラム
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

７．ＢＯＸ披露
８．各委員会報告
９．外部卓話
10．次週例会案内
11．点 鐘

本日の例会案内
＊血圧測定
＊外部卓話＝富井真紀様
（日本プレミアム能力開発協会代表理事）
＊5 分間スピーチ＝関正夫君 ＊プログラム委員会

第 1939 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 松尾正博君
先週のガバナー公式訪問
では大変お世話になりまし
た。クラブフォーラムでは、
多くの方の職業奉仕に関す
るご発言を頂きありがとう
ございました。
大重ガバナー
も大変喜んでおられました。
次の公式行事は 10 月 1 日
～2 日に開催される地区大
会です。地区では、会員の
65％の出席、1500 名を目標にしているとの事です。当ク
ラブもご都合のつかれる方は、大勢のご参加お願い致し
ます。年 1 回のロータリーのお祭りです。大いに楽しんで
ください。
先月より会員の方より順番でマイロータリーを語って
いただいております。向山会員、岩下会員ありがとうござ
いました。本日は茂木会員より卓話をしていただきます。
会員の皆様のお話を聴くことは大変勉強になります。
何故ロータリーに入会し、現在もロータリアンとして
活動しているのか高鍋クラブに対する想い、注文、将来に
ついて話される内容は様々だと思いますが、クラブを良
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2730 地区ガバナー

大重 勝弘

中部分区ガバナー補佐
藤堂 孝一
RI テーマ 『人類に奉仕するロータリー』
第 2730 地区テーマ『ロータリーを楽しもう』
高鍋ロータリークラブテーマ
『会員の為のロータリー』
8 月の月間テーマ
会員増強・新クラブ結成推進月間
次週例会案内；8 月 25 日（1941 回）
＊外部卓話＝天満俊英・智恵子ご夫妻
（謡楽舎ギターフィドル）
＊5分間スピーチ＝河原好秋君
＊100万ドル
くしていただくために大いに語っていただきたいと思い
ます。よろしくお願い致します。

■幹事報告＜文書案内＞
幹事 森本直樹君
＊8 月のロータリーレート
1 ドル＝102 円
＊第 4 期 RLI2730 パートⅠ案内
日時 2016 年 9 月 11 日(日)
10：00～17：00
場所 鹿児島大学農学部
登録料 6,000 円
＊米山記念奨学会セミナー案内
日時 2016 年 9 月 10 日 14：00～16：00
場所 宮崎観光ホテル西館 9 階
登録料 1,000 円
☆会員 5 分間スピーチ
今日は我がクラブ40年の間で
の“よもやま話”をしたいと思い
ます。5 分で歴史を語るのは無理
ですが、特に初期といくつかの
話題で当時を振り返ってみま
す。 先ず、地区大会。
私はこれはロータリーのお祭
りと考えています。楽しい思い
出は沢山あります。

茂木 晃 君

次に例会場変更。たぶん 1991 年関年度の時、今の泉屋
さんに移りました。恐らく数々の話し合いがあったこと
と思います。
ガバナー公式訪問も随分変わりました。最初の頃は、例
会が始まり、フォーラムを夜になって開始ということ
丸々半日がかりでした。だんだんガバナーの負担も大変
なので今のような形になったようです。
一時期令夫人同伴がはやり（？）ましたが・・・。
その他、時間の許す限り思い出をお話しします。

☆月初めのセレモニー
８月の誕生日おめでとう！

岡島君

長野君

坂田君

■会員増強月間卓話
会員増強・分類選考委員長 武末喜久治君
今月は会員増強月間というこ
とで、卓話をさせていただきま
す。この数か月で 3 名退会さ
れ、そのうち 2 人は私が推薦し
た人でありました。
入会前にロータリークラブの
情報をもっと提供しておくべき
だったと反省しております。数
年前に 55 名の目標が立てられ 50 名になろうかとした頃
に退会が続き現在 43 名となりました。創立から数えて
みますと 161 名の退会者がいらっしゃいます。亡くなら
れた方、転勤されて、交代された方、再入会の方等いら
っしゃいますので実数とはいえませんがすごい数だと思
います。増強は常に心がけていなくてはなりませんが、
同時に退会の防止も重要なことだろうと思います。増強
委員会は同時に退会防止委員会でもあります。
退会の理由のアンケートによると
1. 仕事がより厳しく、多忙
2. 健康上や高齢化
3. 家族の介護や家庭事情
4. クラブ例会の魅力の低下
5. 会員同士の親睦の欠如
6. 奉仕プロジェクトに興味を感じない
7. 会費、その他の経費の負担
その他時間的な不都合とか活動に対する他の会員からの
支援不足とかが、あげられております。ロータリーの精
神うんぬん以前に本音のところでは、ロータリーの存在

価値、運営、活動、人間関係などが退会の原因というの
が多いそうです。2007-2008 年の 2610 地区ガバナー久保
淳一さんの卓話を拝見しました。その中に、
「新会員は
退会者の予備軍ということを言われております。特に新
入会員には心のこもった歓迎親睦の機会を設けロータリ
ーを語って下さい。炉辺会合などで腹を割って話しあえ
る場を作りコミュニケーションを図って下さい。クラブ
活動、委員会活動等に参加を勧め友情の輪を広めること
で退会者が減るものと信じております。
」と語っておら
れます。松尾会長の年間重点目標の一つに会員増強の目
標を一人一名として心がけるとされておりますが、退会
者を減らし同時に増強するということを皆さんで危機感
を持って取り組んでいかれることをお願いいたします。
本日皆様に推薦書をお配りいたしました。思いつく人
は本日、無理な方は 8 月いっぱいに候補者を提出してい
ただけたら有難いです。そのうえで候補者リストを作成
し分類選考のうえ理事会に提出させていただきたいと思
います。手順としては、理事会の承認、会員の承認を得
た後、推薦候補の方へロータリーの情報をお伝えいただ
き候補者に近い方に勧誘に行っていただけるようお願い
します。いちどでだめでも二度三度、お百度まいりで行
きましょう。またプログラム委員会にお願いですが、例
会に行くのが楽しくなるプログラムを組んで下さい。ま
た新入会員がこられたらみんなでお迎えしましょう。入
会セレモニーもみんなで歓迎の気持ちを表せるような入
会式をしましょう。入会して良かったといわれるような
そんな高鍋ロータリークラブをつくりましょう。

■ＢＯＸ披露

親睦活動副委員長 青木善明君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

長野孝吉君 誕生祝のお礼。
坂田師通君 誕生日祝いのお返
しとして。ありがとうござい
ました。

■出席報告
出席状況（8/4）
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回の修正出席率

出席委員 甲斐英治君

43 名
37 名
86.05％
90.70％

