
第 132８回例会 平成 26 年 11 月 １２日(水) 

＜今日のプログラム＞ 

1.）点      鐘 

2.）ロータリーソング『我らの生業』                  

3.）会長の時間     

4.）幹事報告      5.）出席報告 

6.)ハッピーＢＯＸ披露 

7.）委員会報告   

8.）会員卓話「林 厚雄君」 

9.）＜ＳＡＡ次週例会案内＞ 

   会員卓話「柳田 光寛君」 

10.) 点     鐘 

第 132７回例会記録 平成 26 年 11 月５日（水） 

■会長の時間       ●会長 原田宗忠君 

皆さんこんにちは、本

日は第 132７回の例会

です。高鍋ロータリー

クラブより木村貞夫

さんがお越し下さっ

ておりますのでご紹

介いたします。 

 

後ほど時間をとります

のでお話をお願い致し

ます。 

先日前会長の宮原君と

山脇名誉会員のお宅へ

伺いまして３０周年基

金寄付への記念品贈呈

に起こし頂ける様にお

話して参りました、本日は残念ながら起こしいただけ

ませんでしたがその時に「ロータリークラブの運営」

という資料をいただきましたので皆さんのお手元に

配布しております。少し読んでみたいと思います。   

「ロータリークラブの運営 （Ⅰ）」 

● クラブ運営の基本は、親睦と奉仕の調和と会員参

加にあります。 

● クラブの改善すべき点 

① 情報不足になっていないか。 

クラブには RI や地区ガバナー月信、ロータリーの

友等から多くの情報が入っているはずですが、それ

が全会員に行きわたっており、よく読まれているか。 

②クラブ同士の交流にかけていないか。 

 クラブ同士の交流が無い場合、刺激が無い為に何を

していいかわからないクラブも多い。 

● ロータリークラブが中心で、クラブはあくまでロ

ータリアンが中心です。ロータリークラブはロー

タリアンの為のものですから、ロータリアンのマ

イナスになるような運営をしてはいけません。 

● ロータリーは楽しく、という意味では例会に公式

のロータリーの歌曲ばかりでなく、ポピュラーな

ホームミュージックを流すというように、文字通

り例会と音楽の結びつきをもっと考えてもいいの

ではないか。実際にやっているクラブもあります

が極少数です。 

● ロータリークラブの運営 

① ロータリーの素晴らしさを会長が先頭に立っ

て徹底し、会員のロータリー意識を高めるこ

と。その為の道具は全て揃っている。「ロータ

リーの友」は格好の座右の書である。 

② クラブ運営にもっと事業経営の思考と手法を

活用し、クラブの総資源を完全燃焼させて、

確実に所期の成果を達成すること。「宝の山」

と実体を極め、その開発次第で、関係者に多

大の配当が出来ることを知らせること。 

③ クラブが会員にとって「魅力と誇りと感謝」

の対象になるように運営すれば、ロータリー

は自然に発展する。 

④ 会長は広い視野で任期中に自己の主張を実践

し、先ず地域社会に、そしてさらに大きな目

標に取り組むことが出来るようなクラブの水

準を高め、笑顔で次年度にバトンを渡す事が

出来ましたら幸いである。 

「ロータリークラブの運営 （Ⅱ）」 

① クラブの活性化を図って下さい。 

● 会員をどんどん増やす、会員増強である。 

● 積極的な広報である。 

● 科学技術の利用である。 

● 例会の運営である。楽しく出席したくなるような
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● 親睦である。 

・ ・・・等色々と考えられると思います。 

◎ 私は活力の源は、ロータリーの理解だと思ってい

ます。 

最近の傾向として増強泰一主義の風潮が高まってい

ます。その事自体は悪いこととは思っていませんが、

以前に比べて入会時の会員の心構えが随分気楽にな

っています。従って、入会初期にクラブ全体が新入会

員に対して、教育･同化にもっと熱心に取り組むこと

が必要です。クラブは新会員、古い会員、ベテランだ

と思っている会員等、それぞれの会員の経歴や性格に

対応したフォーラムとか小グループの勉強会やイン

フォーマル・ミーティングの機会をつくっていただき

たいと思います。 

② ロータリーの精神に基づいたクラブ活動を。 

 ロータリー精神は、他人への思いやり、他人の立場

にたってものを考えると言う事で“ロータリーの奉仕

の心である”“ロータリーの親睦である”“超我の奉仕

である”また”４つのテスト“である等と言われてい

ますが、私は 1923 年の決議 34 号の中にあると思って

います。この決議 23－34 を再度熟読され、クラブ運

営に役立てて頂きたいと思います。以上が内容ですが

ご本人より又詳しくお話して頂こうと思います。 

■幹事報告         幹事●長倉祐一郎君 

＜文書案内＞ 

＊高鍋 RC/西都 RCより

「11 月の例会案内」 

＊ 11 月ロータリーレ

ート 1 ドル＝106 円 

＊ 独自の奨学金制度

を持ち運営しているク

ラブへの情報提供の依頼 

＊ 2015 年 1 月より新たにシンプルなクラブ請求書

が発行されます。 

＊ 財団ニュース 11 月号着 

＊ 西都 RC30 周年式典・祝賀会登録 14 名の方で登

録料の入金がお済で無い方は早めに事務局までお

願い致します。 

■出席報告           ●中武幹雄君 

会員数＝24名（免除 2名） 出席率＝86.9％ 

出席数＝18 名 メイク届＝2 名 

欠席届＝6 名 修正～率＝85.7％ 

 
■ハッピーBOX 披露       ●竹下 隆君 

＜30 周年基金へ＞ 

●長倉祐一郎君～10 月の誕生祝いをありがとうござ

いました。54 才です。早く楽になりたいです。頑張る

しかないか？！！ 

■ 委員会報告         ●荒武 義博君 

ロータリーの友 11月号の

6 ページにロータリーと

はという記事を是非皆さ

んも読んで下さい。ロー

タリーの原点はこれだと

いう事を常に忘れずに活

動して行きたいと思いま

す。 

♪11 月のセレモニー♪ 

 

         集合写真 

☆ 11 月誕生月～梶田與之助君・中武幹雄君・荒

武義博君・日高邦孝君・原田宗忠君 

☆ 11 月誕生月の奥様～梶田規子さん・柳田由起

子さん 

☆ 11 月結婚記念月～中武幹雄君・ちづ子さんご

夫妻・ひばり野隆春君・まみ子さんご夫妻 

♪皆様～おめでとうございます～♪ 

■ ビジター3 分 SP  ● 高鍋 RC 木村貞夫さん 

 

高鍋 RC も来年

の 40 周年に向け

て色々と忙しく

なっております。

先ほど会長が紹

介くださったロ

ータリーの運営

は目からウロコ

でした。今後の活動に役立てたいと思います。 

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。 


