
第 1363 回例会 平成 27 年 8 月 26 日(水) 

＜＜今日のプログラム＞＞ 

1.点      鐘      

2.ロータリーソング 「手に手つないで」 

3. ※４つのテスト唱和                 

4.会長の時間      

5.幹事報告       6.出席報告 

7.ハッピーBOX 披露 

8.委員会報告      

9.会員卓話「小牧 義隆君」 

10.ＳＡＡ～次週例会案内 

 9/2 野中玄雄ガバナー公式訪問 

   会長・幹事懇談会 

入会 3 年未満・女性会員・配偶者との懇談会 

例会→記念撮影→クラブフォーラム各テーマの

発表者●田邉揮一朗君●武政勝巳君●吉田康一郎

君～14：50 終了 

11.点     鐘 

第 1362 回例会記録 平成 27 年 8 月 19 日（水） 

■会長の時間        会長 日高邦孝君 

皆さんこんにちは本

日は第 2730 地区中部

分区ガバナー補佐の

橋口正樹さんが来訪

下さっております。先

ずはご紹介させて頂

きます。後ほどガバナ

ー公式訪問に向けて 

のお話等をして頂きます。

先週の例会では皆様方か

らの新会員候補者名を紹

介させて頂きました。総

数24名の紹介者名を出し

て頂きました。勿論相手

の方へのアプローチはま

だですといわれる方もい

らっしゃると思いますがこれだけの人数が出たとい

う事は皆様方も大変嬉しく思われていると思います。

この後早速理事会を開いてより良い形で入会式まで

導けるように検討したいと思います。お相手へお話し

する際は入会して良かったと思う気持ちを率直にお

伝えするのが一番かと思います。私自身も色々な繋が

りの交友関係がございますがその中でも一番中身の

比重の多く濃い繋がりなのが異業種の集まりである

佐土原ＲＣの皆さまです。この事一つとっても大変素

晴らしい事だと言えると思います。原田会長前年度か

ら会員 30 名を目標に進めております。欠席が数名出

ても常に 30 名近い出席で例会を行う事が出来ると何

よりも活気ある例会になり出席者の充実感も得られ

出席率の向上に繋がります。またクラブ運営も委員会

活動、地域に根差した奉仕活動、親睦活動など色々な

分野が充実し我々自信の満足度が向上出来ると思い

ます。ＲＩ／地区を上げて会員増強に力を入れるとい

う事はこういう事だと思います。今回皆様から紹介し

て頂きました事を機に 1日も早く目標を達成したいと

思いますのでご協力をどうぞよろしくお願い致しま

す。 

■ 幹事報告          幹事 林 厚雄君 

＜文書案内＞ 

＊クラブ研修リーダー

届出のお願い～クラブ

研修リーダーの任務＝

クラブの特性やＲＩが

推奨するベストプラク

ティスを取り入れた独

自のリーダーシッププランを作るべく理事会に進言

し会員に働きかける。 

①ロータリーの歴史②ロータリー用語③クラブ定

款・細則の認知④クラブ活動の意義⑤ＲＩ及び地区情

報といったテーマでクラブの研修（学習）会を主宰す

る。「岩切正司君に依頼済」 

＊ 10 月 18 日～20 日 延岡地区大会参加について 

決定事項＝19 日土曜日 日帰り参加 

参加登録者最終確認＝26 日例会時 

＊ 米山記念奨学会～友の会入会の案内 会報誌 

＊ ＨＰ・週報管理費用 12 ヶ月分支払い済 

■出席報告           籾田 直樹君 

会員数 26（１） 出席数 21 名 出席率 88.0％ 

免除会員 1 名 欠席数 5 名 メイク①武政君   

 

         2015～2016        国際ロータリー第 2730地区 

         週報 佐土原ロータリークラブ 
          会 長：日高邦孝  副会長 ：岩切正司    RI2730地区ガバナー 野中 玄雄 

          幹 事：林 厚雄  会 計 ：竹下 隆   中部分区ガバナー補佐  橋口 正樹 
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RI テーマ 

世界へのプレゼントに

なろう 

 



 

■ハッピーBOX 披露       原田 宗忠君 

＜ニコニコへ＞ 

●竹下 隆君・淳子さんご夫妻～毎年お祝いありがと

うございます。あれから 30 年・・・おそろしい年月

が経ってしまいました。人間「忍耐」ですね！ 

＜財団へ＞ 

●岩切 正司君～橋口ガバナー補佐をお迎えして。 

■ 橋口 正樹ガバナー補佐挨拶 

写真 

私が色々お願いしており

ますのは主として公式訪

問に関係することが多ご

ざいます。こうして佐土原

ＲＣを訪問するのは 1989

～1999 年度の 17 年ぶりでございます。日向東ＲＣの

鮫島ガバナーに随行して参った記憶がございます。当

時はガバナー補佐ではなく分区代理という呼び名で

した。現在この中部分区今は 9 クラブですが当時は日

南・日南中央・串間クラブも含めた 12 クラブありま

した。この 3 クラブ今は南部分区と別になっておりま

すから今回は 9クラブの訪問でよいと言う事になりま

す。今年の公式訪問は例年と違いまして先ず全員出席

でお願いしたいと言う事です。野中ガバナーの延岡東

クラブは 2730 地区で最も出席率の良いクラブであり

会員増強にも繋がっているとの事です。もう一つは配

偶者の方に出席して貰いたいという事。家庭を含めた

配偶者同士で仲良くなることでロータリー活動も更

に円滑に行う事が出来るという事です。当日欠席され

る方は公式訪問メイクアップを是非して頂きたいと

いう事、これは野中ガバナーが必ず全員の方とお会い

したいという意向の表れです。 

10月 18日から 3日間行う地区大会へも多くの参加を

お願いします。11 月 7 日に西都ＲＣがホストを務める

ＩＭ、今年は例年と違い各分区でのＩＭで、懇親会も

おやりなさいと言う事ですから宮崎地区からもバス

を用意して全員で参加しよう！と打ち合わせをして

おります。ＲＩの国際大会がソウルで行われますので

2730 地区からは会員の１０％の 200 名の参加要請も

来ております。以上の事を含めましてどうぞよろしく

お願い致します。この佐土原地区は私の故郷みたいな

ものでして私の父は東上那珂出身、母は御殿下出身で

すから私も 5才位まではおりましたので思い出も色々

とございます。改めましてどうぞよろしくお願い致し

ます。 

■ クラブフォーラム「会員増強」 

         ●会員増強委員長太田 忍君 

 
先ず、ラビンドランＲＩ会長の会員増強に向けて最新のメッセ

ージを抜粋して紹介致します。 

私たちは会員増強について頻繁に話をします。通常、話の焦点

は新会員の勧誘になるわけですが、等しく重要であるベテラン

会員の維持も忘れてはなりません。「会員増強・新クラブ結成

推進月間」である今月、皆さまにとってロータリーは何を意味

するのか自問して頂きたいと思います。そして、皆さまがロー

タリー体験談を話される際は、ロータリー仲間以外のご友人や

職場のお仲間にもご紹介いただき、入会したきっかけだけでな

く、今日も会員であり続ける理由もぜひお話しください。その

理由は、地域社会で変化をもたらすことができるから、それと

も、生涯続く友情が得られるからでしょうか。助けを求めてい

る人びとへの支援から生じる充足感であれ、ロータリーでの機

会やつながりを通じて得られた人生における発展であれ、ロー

タリーの会員であったからこそ可能となったことについてぜひ

お話いただきたいと思います。皆さまご自身のロータリースト

ーリーこそ、新たな入会に向けて人の心を動かす力となります。 

               ●藤堂 孝一君 

ガバナー月信8月号のガバナー挨拶の中から紹介致します。会

員増強にあたっては 候補者に対して、その人の立場に立ち、そ

の人 の職業・人柄・趣味などを踏まえて、自分のクラブにふさ

わしい人なのか？むしろ、その人に 対してクラブ及び会員は満

足を与え切れるか？ 自信をもって、入会を勧められるか？そし

て、 これはと思った人に対しては、徹底的に攻める べきです。

入会するまでは。その必死さが大切ではないでしょうか。と記

されておりますが正しくこれだと思いますので皆で頑張りまし

ょう。 

            ●吉田 康一郎君 

先日宮崎北ＲＣの原田貫太郎さんと話をする機会があり会

員増強についてお話を聞くことが出来ました。この方は12.3

名を入会に導いた経験がある方です。メイクに来て頂きその

時のお話をして下さる様にお願い致しましたので皆で聴い

て佐土原ＲＣの会員増強を頑張りたいと思います。どうぞよ

ろしくお願い致します。 

 4 つのテスト 

『言行はこれに照らしてから』 

1. 真実かどうか。 

2. みんなに公平か。 

3. 好意と友情を深めるか。 

4. みんなのためになるかどうか。 


