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第 2080 回 令和元年 8 月 22 日プログラム - 1 高鍋ロータリークラブテーマ
6 3 6
１．点 鐘
２．ロータリーソング
それでこそロータリー
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．委員会報告
９．次週例会案内
10．点 鐘
11．
12.

本日の例会案内
＊外部卓話―高鍋高校 校長 土肥 隆夫 様
＊青少年交換留学生 コウ イクカン 様
＊例会終了後プログラム委員会

第 2079 回 例会内容（8/8）
☆会長の時間
会長 青木 善明 君
クラブの特徴と会員の選考
初日の会合でポ－ル・ハリス
が語った話には二つの内容が
あります。
その一つは、都市生活で真の
友人のいない空虚さ、欲得づく
めの商売姿勢と、私生活や仕事
の上での信頼関係の欠如を解
消できるような人間関係の充
実したクラブをつくることで
した。それは四人が皆、かつて
田舎町で味わったような人々の間の相互協力と、打ち解
けた親睦という極めて単純な構想のクラブで、これまで
にないクラブの結成を提案したのでした。
二つ目は各職業または業種で一人の会員を推薦するこ
とで、会員は人柄の誠実さを保証できる人物だけを推薦
します。するとこのクラブは必然的に、会員間の互恵的な
(信頼できる) 商取引の後援会となるだけでなく、同業者
間の争いのない男同士の親睦を深められるグル－プとな
ります。一業種一会員に限られるために街一番の男性を
選ぶことができ、相互に信頼のできる会員の中で多くの

『新時代につなごう誇りと奉仕の友愛』
第 2730 地区ガバナー
喜島健一郎
中部分区ガバナー補佐 上田
普
RI テーマ 『ロータリーは世界をつなぐ』
地区テーマ『クラブの活性化に務めよう』
８月の月間テーマ
会員増強月間
次週例会案内 8 月 29 日（2081 回）
＊100 万㌦ランチ BOX
＊会員卓話―緒方隆憲君
板垣 衛君

取引が成立し、そしてそのような取引を広げられそうな
人がクラブへ入会することに反対する人はいないでしょ
う。初回の話し合いの正式記録は残されていませんし、し
かしポ－ル・ハリスが直前にシカゴ郊外で体験した親し
み深く信頼感の溢れる人々の交わりから、新しいクラブ
に望んだことは、メンバ－を互いにセカンドネ－ムで呼
び合う親しい人間関係でした。そして当時の商取引や市
民生活の様子をみれば、ガスタ－バスはハイラムの店で
ス－ツを新調し、ハイラムはシルヴェスタ－の店舗から
石炭を買い、シルヴェスタ－はポ－ルに法律相談を依頼
するといった、信頼できる取引、依頼ができることは理想
的なことでした。
（セカンドネ－ムでの交流が一般的でな
い地域では、ロ－タリ－内でのみ使用されるロ－タリ－
ネ－ムを用いている場合があります。）

＜理事会報告 8.8＞
1.クラブ慶弔規定の件
2.地区大会全員登録の件（登録料＝1 人 10,000 円）
登録料個人負担 6,000 円で 承認
3.松尾正博君の 8 月末退会の件 承認
4.高鍋町図書館のスポンサーの件 オール読物（月間）
5.青少年交換留学生オリエンテーション参加の件
8 月 25 日（日）9：30～13：30
ホストクラブとして副会長出席予定

☆幹事報告＜文書案内＞
幹事 桑野 倫夫 君
＊地区大会開催のご案内
日時 2019 年10 月5 日～6 日
場所 シーガイアコンベンシ
ョンセンター
登録用 10,000 円 全員登録
＊第 3482 地区（台湾・台北）
との姉妹地区締結について
＊赤い羽根共同募金運動助成金
要望事業審査会の開催
日時 令和元年 9 月 3 日（火）13：00～16：30

☆会員卓話
松尾 正博 君
ロータリー活動 20 年を振り返って
私がロータリークラブの存
在を知ったのは、50 年前、
東京でのサラリーマン時代で
す。ホテルやレストランにロ
ータリークラブ例会場の看板
がありました。聞くところに
よると会社の社長さんたちが
集まる会らしいとの事でし
た。その後、40 年前高鍋に
帰省した頃には高鍋にも当ク
ラブがあることを知りましたが自分と全く縁のない会で
あり、関心もありませんでした。時が流れ酒屋をしてい
る時にお誘いを受けたこともありましたが、仕事と両立
することが無理ですのでお断りをしていました。
その後、酒屋からコンビニに事業転換していました時
再度入会のお誘いがあり、1999 年 8 月に入会させていた
だき、満 20 年が経過致しました。この間、多くの勉強
と経験をさせて頂き多くの会員皆様からご指導、ご鞭撻
を承りまた私なりにロータリーとは何かどうあるべきか
考えてみました。
1. ロータリークラブは,紳士淑女賢人の集まりである。
2. ロータリークラブは,様々な違いのある異業種の集ま
りである。
3. ロータリークラブは,互いの人権立場、価値観を認め
合う集まりである。
4. ロータリークラブは,自由平等、公正公平を信条する
集まりである。
5. ロータリークラブは,人権とけじめを大切にする集ま
りである。
6. ロータリークラブは,手続きを重視し、合意を大切に
する集まりである。
7. ロータリークラブは,時代の変化に柔軟に対応する集
まりである。
8. ロータリークラブは,それぞれの役割分担をして事業
を推進する集まりである。
9. ロータリークラブは,会長を中心にして集団を運営す
る集まりである。
10. ロータリークラブは,自己研鑽に務め自分を高める集
まりである。

最後にポール・ハリスの言葉を考えてみたいと思いま
す。ロータリーとは何か、何千人のロータリアンに聞け
ば、何千通りの答えが返ってくるだろう。
ロータリーの考え方は人によって違う。しかし、もし
ロータリーがより寛容で、より他の人の良さを認め、よ
り他の人と親しく交わり、助け合うようにしてくれるな
ら、そして、人生の美しさと喜びを発散し伝えるように
してくれるなら、それが我々が求めるロータリーのすべ
てである。それ以上ロータリーに何を求めることがあろ
うか。

会員卓話 岩村文夫君

富井真紀さんの祝賀会報告
坂田師通君

森さんお誕生日おめでとう！

☆ＢＯＸ披露

川上君の演奏で…

親睦活動委員長 野添 勝久 君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

【藤本範行君】月初めの例会を
インターハイで休みました。
本日は岩村さんと松尾君の
卓話楽しみにしています。
【野添勝久君】7/31、8/1 小樽カ
ントリークラブでメルセデ
ストロフィー全国大会に行
ってきました。長いコース
で、
ミドルで470Y とか、
ステーブルフォード方式44、
ゾロ目の 88 で 100 名中 37 位で世界大会にはおよび
ませんでしたが又プレーしたいと思うようなコース
でした。

☆2020～2021 年地区 R 財団補助金セミナー報告
R 財団委員長 井上 博功 君
日時 2019 年 8 月 4 日
13：00～16：00
場所 メインホテル５階
１．補助金の種類
地区補助金とグローバル補助金
1）地区補助金
地区の１回限りの小規模で
国内・海外の事業どちらにも
参加できプロジェクトの分野は問いません
2）グローバル補助金
6 つの重点分野に沿った多大な影響をもたらす大
規模な（30,000 ドル以上）プロジェクトや活動に
補助金を使用します。
２．補助金申請の流れ
2019 年
10 月～12 月
募集期間 １次募集
随時受付
締め切り日（12 月 31 日）の消印
がある郵送物
１月～３月
補助金申請とりまとめ
４月
マイロータリーへの入力
５月～７月
審
査
８月
補助金の給付
３．事業総額と申請額の比率について
自己負担の割合を 10％以上になるように申請
地区の申請総額が 700 万円を超過した場合は全体
的に削減の可能性あり
４．地区補助金を利用した同一事業への継続的支援
同一事業への継続的事業は協力クラブと共同で実施
し、輪番制で申請するなどの工夫をする
５．質問
地区事務所へ文書又はメールで問い合わせ
☆会員増強月間卓話
会員増強委員長 石田 喜克 君
【会員増強・維持のワケ】
世界の女性会員の比率が 20％で
あるのに対し、日本は約 6.6％。
高鍋 RC は 4.8％です。現状は世界
平均に 15％も及ばない状況です。
是非女性会員の見込みと、脱会者
の再入会等を再検討したい。
＊批判されるのをバネに女性会員
をリーダーに 5937 名
2018．4 月末
＊2730 地区は女性会員の多い地区第 6 位（214 名）
2018．4 月末
＊女性会員の割合は 8.9％で第 4 位
2018.4 月末
＊会員増強セミナーを 2720 地区では、開催。
テーマは、女性会員
＊女性をいれるか、消滅するか？
（都城中央 RC 田村香代子）

田村さんが 2018 年度に通称、なでしこ 2730 委員会が
2011～2012 長峯基ガバナー時代に設立された。
女性会員の勧誘はもちろん女性集会や講演会の開催、
女性ロータリアン同士の情報交換会など女性ロータリア
ンの会員増強が目的で活動が始まった。子供でもすぐに
は大人にはなれない。（時間がかかる）今、舵をきらな
ければならない。ローターアクター、若年経営者、女性
など会員候補者は、まだまだ沢山いるのに、会員数にブ
レーキがかかる一因、原因を考えて頂きたい。
2018 年度からなでしこ委員会は、会員増強委員会に名
称が変わったそうです？本音言えばもう少しなでしこ？
入会とは別に、退会者問題の件です。私が入会後でも
45 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。
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６月末まで
には、会員 50 名超を達成。55 名を目指します。皆様の
ご協力をお願い申し上げます。

■出席報告

出席委員長 横山 隆 君

出席報告（8/8）
正会員 数
出席会員数
ホーム出席率
修正出席率

41 名
32 名
80.00％
87.50％

「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。

