
SADOWARA ROTARY CLUB WEEKLY REPORT

第1174回の記録　  平成 23 年 8月 3日

　皆さんこんにちは、本日は 8月 3日（水）第1174回
目の例会です。
　今日の、宮日新聞にロータリークラブとライオンズ
クラブの会長さんが掲載 (けいさい )されていました。
皆さん、高度な趣味が掲載される中、わたしの趣味は、
ありきたりのカラオケ、日曜大工となんとも庶民的か
と、うちのかみさんが笑っていました。初めての新聞
掲載ですが、これもロータリクラブの会長を引き受け
させて頂いたおかげと感謝しています。  「日南の会長
さんが趣味は焼酎のみという方がおられました。」

　本題に入ります。
　毎回、少しずつではありますが、ロータリーのこと
を話させていただいてますがその前に９月７日（水）
夜間例会ガバナー公式訪問となっています。各委員会
の事業計画書７月まででしたが、大至急提出をお願い
いたします。

　国際ロータリーニュース -- 2011年 6 月 9 日の記事を
ご紹介して会長の時間とします。
　クラブ独自の活動でロータリーの広報を！の題目で
フィリピンの第3780地区カミュニング・ロータリー・
クラブでは、過去17年間、地元の小学校や高校と協力
し、市内１４３の学校から何千人もの生徒を集めたス
ポーツ大会を開催しています。この大会では、クラブ
会員が毎年テーマを定め、2010年は、環境保護のため
に青少年が果たす重要な役割についてというものでした。
　ロータリー・クラブの多くは、その他の団体と一線
を画すような大規模なプロジェクトや恒例イベントを
行うことで有名です。ポリオ撲滅をめざして毎年行わ
れるディナーや、公園清掃事業など、クラブ独自の活
動や資金集めのイベントは、ロータリーが行動志向の
ボランティア奉仕団体であるという公共イメージを広
げる一助 (いちじょ )となります。
　トーマス・Ｍ・ソーフィンソン RI 副会長は、「小規
模なプロジェクトだとインパクトが少ないですが、一
つの大規模なプロジェクトなら独自性をアピールでき
ます。ロータリーのイメージを広報していく良い方法
は、地域社会において公共性の高い独自のプロジェク
トや募金活動イベントを、長年にわたり実施していく
ことです」と述べています。
　米国ウィスコンシン州のケノーシャ・ウェスト・ロ
ータリー・クラブは、奉仕活動に活用する資金を集め
るため、毎年スポーツ大会を開催しています。多くの
人々が楽しみにしているこのイベントは、地域全体の
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2730地区ガバナー 　　　長峯　基
中部分区ガバナー補佐　　林　務
RT会長テーマ
　「こころの中を見つめよう　博愛を広げるために」
2730地区テーマ
　「善いことをしよう」
佐土原テーマ
　「クラブ会員の絆を　より深めよう」
8月のテーマ
　「会員増強および拡大月間」
8月3日（水） ・・・「1174回」 会員卓話①「太田　忍君」
　　　　　　　　　　理事会　8月のセレモニー
8月10日(水） ・・・「1175回」　フォーラム会員増強
　　　　　　　　　　「会員増強委員会担当」
8月17日（水）・・・「特別休会」
8月24日（水）・・・「1176回」
　　　　　　　　　　ガバナー補佐訪問　「クラブ協議会③」
8月31日（水）・・・「1177回」
　　　　　　　　　　※夜間例会　会員卓話②「林　厚雄君」

青少年を対象としており、
同クラブは、ウェブサイト
を活用し、イベントを積極
的に広報するだけでなく、
前年度の大会の模様を記録
した動画も掲載しています。
また、同クラブのオンライ
ン会員名簿では、会員がこ
のイベントのためのユニフ
ォームを着ている写真を見ることもできます。 
　ここでは、どのように独自の活動を創り上げていく
かについてのヒントをご紹介します。また10月および
２月の「Your Voice, Your Solution（会員の声、あ
なたならどうする） 」を読んで、ロータリアンがどの
ように独自の活動を行っているかをご参照ください。 

○対象を定める。
　　ロータリー財団に対する資金集めや、地元地域の
　人々に奉仕プロジェクトに参加してもらうなど、公
　共イベントの内容や目的を定める。

○広報する。
　　ロータリーの標章 (ひょうしょう )を使用するた
　め、RIの指針を参考にし、クラブ名や地区番号をイ
　ベントの名称に含める。ソーシャル・ネットワーキ
　ング・サイトやプレスリリースを活用し、イベント
　の広報を行うだけでなく、ロータリーの活動に対す
　る興味や関心を高める。

○地域とロータリーをつなげる。
　　一般市民とのつながりを深めるため、イベント開
　催中、ロータリー・クラブやその活動に対するさま
　ざまな質問に答える会員を指定する。  「ロータリー
　とは」のような資料や、クラブのウェブサイトが載
　っているパンフレットや名刺を配布する。  

○繰り返す。
　　認識度を高めるため、イベントを毎年開催する。
　認識が高まれば、より多くの地域の人たちが参加し、
　イベントは大成功を収める。このイベントによって、
　新会員にアピールすることも可能となる。

この記事は、「ロータリー・リーダー」からの抜粋です。



　　四つのテスト
　「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
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◆◇◆◇ 事務局便り ◇◆◇◆
☆次週8月17日（水）例会は休会です。
☆8月24日（水）メニューは【とんかつ定食】です。
☆荒武会長　数々の原稿提出等～ご苦労様で御座います。
☆福井会員　お母様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
☆佐藤　高元会員の全快復帰が１日でも早まります
　ことを心よりお待ちしております。
☆会員卓話・委員会報告等「原稿提供」のご協力をど
　うぞお願い致します。

出席報告 ＜ 出席委員長　吉田　康一郎 君 ＞
会員２５名 　（免除１名）
欠席者数　　　　　６名
有届け者～　佐藤君・福井君
　　岩切君・松田君・松浦君 
出席者数　　　　２０名

出席率　　　８３．３％
無断欠席数 (前回 )０名
メークアップ　　　０名
修正出席率　７９．１％

幹事報告 ＜ 幹事　永野　陽子 君 ＞
（文書案内）
※ガバナー事務所お盆休暇
　休暇日程 8/12 ～ 8/15

※例会変更
　都城西ＲＣ 8/3 納涼例会
　都城ＲＣ 8/12 特別休会
　8/26 創立記念 納涼例会
　都城北ＲＣ 8/2 納涼例会
　霧の蔵ブルワリー 18：30 ～
　8/9 特別休会 8/23⇒8/21 大淀川クリーン作戦

※本日予定しておりました「親睦ビアガーデン」は31日
　「夜間例会」時に延期させていただきます。

委員会報告

例会中は携帯電話の電源を切るか
マナーモードにして下さい・・・MEMO

会員卓話

8月のセレモニー
●誕生月～
　村岡　恵子さん

●太田　忍君
　　　　　　　　　　　　　　　　　先日７月３０日に
　　　　　　　　　　　　　　　　都城メインホテルに
　　　　　　　　　　　　　　　　て第一回地区増強セ
　　　　　　　　　　　　　　　　ミナーに行って来ま
　　　　　　　　　　　　　　　　した。長峯ガバナー
　　　　　　　　　　　　　　　　他６７名の方々が出
　　　　　　　　　　　　　　　　席しており、会員増
　　　　　　　　　　　　　　　　強の方法を討論しま
　　　　　　　　　　　　　　　　した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＩ第２７３０地
区　２０１０～２０１１年度において宮崎北ロータリー
が１５名の会員増を達成し表彰されます。北クラブがど
のようにして増強を達成したのかについて直前増強委員
長の原田實太郎さんから談話がありました。
　目標達成の為には高い目標を定め、毎月の理事会でも
必ず会員増強について議題に取り上げるなど会員全員の
意識を高めることが結果につながったとのことです。
　佐土原ロータリーにおきましては今年は５名増、総勢
30名を目標にし活動して参りますので今後も皆様のご協
力宜しくお願い致します。

ガバナー月信9月号掲載予定
　　　　　　　　　　　会長就任挨拶
  この度、佐土原ロータリークラブ24代会長職の拝命を
受けさせていただくことになりました荒武義博です。ど
うぞ宜しくお願いします。就任の話を頂いたときは、正
直躊躇しましたが、ロータリーは、 ＮＯと言わない。と
先輩方に教えられたことと、自分の考えも人から必要と
されることが一番幸せなことだと日頃から思っています
ので、引き受けさせて頂きました。最初から会長らしい
人はいないと思いまして、１年間を通して少しでも自分
自身が成長できるように努力をすることが大切だと考え
ます。
　会員全員が楽しいと感じられる家族みたいな関係が築
けるきっかけとなる 1年にしたいと、強く思っています。
併せて　、地域に佐土原ロータリークラブの存在と意義
を深めるために是非とも継続性のある奉仕活動を定着さ
せる年度となるように全員協力の基に頑張ります。最後
に、会長職を与えて頂いたことに、心より感謝申し上げ
ます。

●郡司　武俊君
　7月31日（日）開催
 「ロータリー財団セミ
ナー」参加報告

●太田　忍君
　7月31日（日）開催
 「地区会員増強セミナ
ー」参加報告

SAAより次週の例会案内
○ＳＡＡ　　栁田　光寛君

　次週８月10日（水）の例会は　フォーラム「会員増強
について」です。会員増強委員会の皆様を中心に具体的
な意見交換の時間になるようよろしくお願いします。

♪8月お誕生月
　おめでとう
　　ございます♪
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