第６回例会記録（通算第 2656 回）
平成 27（2015）年８月２４日
8/19（水） 2015-16（後藤年度） ゴルフコンペ in あつまるレークカントリークラブ

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「それでこそロータリー」

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

９/６

米山奨学セミナー＠熊本市男女共
同参画センターはあもにい
９/１２ 2015-16 RYLA セミナー

4.会員卓話 田中裕司君

来訪者紹介

＠阿蘇 YMCA
９/１９ R 財団セミナー
＠熊本市国際交流会館

ございません

会長報告（後藤 博君）
皆さま、こんにちは。8/10 定例理事会を開催いたし
ました。前回週報にも掲載済みですが、改めてご報告

2.熊本中央 RC より「第7回チャリティコンペ」のご案

申し上げます。1.米山奨学会への寄付について⇒クラ

内が届いております。
（ご案内は後日事務局より改め

ブより＠5,000 円×会員数の寄付が承認されました。特

て送付します）

別徴収はございません。2.オハイエくまもとの応援に
つい

⇒支援することが承認されました。3.事務局員

の給与について⇒基本給 2,000 円の昇給と寿崎奨学会
事務手当支給が承認されました。4.青少年奉仕委員会

3.熊本 RC より「チャリティ公演へのご協力のお願い」
が届いております。チケット購入希望の方は事務局
までお知らせください。（再回覧）
4.米山奨学会より館報 Vol.26が届いております。

より、①ヒロデザイン専門学校へ協賛金 1 万円（今年
度で終了予定）②11/5 水球大会＠アクアドームの支援

例会変更のお知らせ

について⇒承認されました。また、8/19 に熊本第 4 グ

○東南 RC～日帰り親睦家族例会のため日程変更

ループの会長・幹事会が行われ、11/14（土）熊本第 4

[変更前] 9月2日（水）１2：30～

グループの IM（インターシティミーティング）が開催

[変更後] 8月30日（日）

決定しておりますのでご案内申し上げます。この IM で

○水前寺公園 RC～夜例会に時間変更

は、次年度の会長・幹事がリーダーとなりグループデ

[変更前] 9月9日（水）１2：30～

ィスカッション等が行われる予定です。

[変更後] 9月9日（水）18：30～
○水前寺公園 RC～夜例会に時間変更

幹事報告（吉永彰一君）

[変更前] 9月30日（水）１2：30～

1.台北大同扶輪社より、短期青少年交換留学事業のお

[変更後] 9月30日（水）18：30～

礼が届いております。
熊本南 RC 事務局：〒860-8536

熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内

Tel 096-211-2720 Fax 096-211-2721 E-mail：info@kumamoto-southrc.org

◆寿崎

肇 PG 報告

出席報告（井上雅文君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６０名

３７名

67.27％

８４.２１％

出席規定適用免除者
名誉会員

5名

欠席記録免除者 2名

8/6～9開催されました、台湾第3480地区インターアクト交
流研修団に参加しました。RI 第3480地区インターアクトと

０名（会員数には含まれません）

の会合前に竜山寺を見学。このお寺は願い事の叶うお寺
とのことで、境内は足の踏み場もないほど参拝者があふれ

新入会員自己紹介 2回目（田代文明君）

ていました。続いて中正記念堂の見学。こちらは支那事変
当時の日本軍と戦った支那の勇士の写真等、盛り沢山で
した。ここには蒋介石も祀られています。第2720地区のイ
ンターアクト生とホストファミリー、台北第3480地区 10RC
から選ばれたインターアクト生の方々との初顔見知り会に
は、第3480地区ガバナー他も出席されました。今回の訪

皆さま、こんにちは。2回目の自己紹介は、会社につきまし

問団は、別府商業高校2名（別府 RC）、明豊高校1名（別

てお話したいと思います。会社名はグッドデザインハウス株

府北 RC）、柳ヶ浦高校2名（宇佐 RC）、東九州龍谷高校3

式会社、建設業になります。平成大通りに昨年起業いたしま

名（中津 RC）、大分舞鶴高校8名（大分中央 RC）、秀岳館

した。今年の9月でやっと1年となります。注文住宅を中心に

高校1名（八代 RC）、鎮西高校3名（熊本 RC）、熊本国府

頑張っていきたいと思っておりますが、お客様が幸せになる

高校1名（熊本南 RC）の合計21名。他に、引率の先生、森

家・健康で長く住み続けられる家を理想としております。また、

IAC 地区委員長と旅行代理店の添乗員と私の合計25名

趣味はゴルフです。先日の熊本南 RC ゴルフコンペにも初め

でした。8/7台風の接近で、予定していた台北大同扶輪社

て参加させていただきました。一緒に回る方にも恵まれ、気

の例会参加が危ぶまれましたが、上陸までは大丈夫との

持ちよくプレイできたおかげで、スコアもよく優勝することがで

ことで、私と森委員長、引率の先生、添乗員の4名で参加

きました。他にもカラオケが大好きですので、よろしければこ

しました。夜はパストガバナー2人と、台北大同扶輪社の

ちらのお誘いもお待ちしております。ありがとうございました。

劉

國輝会長、及び歴代会長の7人で歓迎会をしていた

だきました。翌8/8は台風上陸のため動けず。夕方より第
委員会報告

3480地区の IAC 生とホストファミリー、および訪問団25名

ございません

で惜別パーティに参加しました。台風の影響で、IAC 生は
7日と8日は外出できなかったため、ホストファミリーとじっく

2014-15年度 出席委員会報告（坂本幸樹君）

り話ができ、台湾語も少し覚え、台湾の方々の人柄や思
いやりの心を勉強できたのではないかと思います。また、
台湾の大学に留学を希望する人もいるのではないか等、
勝手なことを想像いたしました。今回は台風の影響で、故
宮博物院等の見学ができなかったことは IAC 生にとって
は残念でしょうが、台湾の人々の心の優しさ等を理解でき、

2013-14年度 ホーム例会100％出席表彰

不幸中の幸いではなかったでしょうか。ロータリーの期待

［該当者］なし

することが、この研修で理解できたのでは、と高く評価した

2013-14年度 メーキャップ100％出席表彰

いと思います。

［該当者］18名
渕田俊郎君・藤見泰之君・堀川貴史君・後藤

博君

●スマイルボックス（永井富士雄君）

今村浩昭君・久峨章義君・木村弘訓君・喜讀宣友君
工藤青史君・三角雄介君・永井富士雄君・寿崎
坂本研一君・高宮

○後藤

肇君

博君・久峨章義君・吉永彰一君

本日の卓話者、鎌田

宏君・玉田光識君・漆島典和君

しみにしています。

坂本幸樹君
※出席率向上へのご協力、ありがとうございました！
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剛会員・古川尚徳会員の話を楽

○永井富士雄君・園田修司君・藤見泰之君
金婚式を迎えられた高宮

宏会員、おめでとうござい

ます。これからも「夫婦ともども」に健康であります
よう、お祈りいたします。
○高宮 宏君
まず、昨日の熊日新聞朝刊に、金婚式の名前が掲載さ
れました。50年経過にビックリです。また、8/19のゴ
ルフコンペは体調も良く無事終わりました。本日の卓
話は会員維持増強委員会の担当です。鎌田

剛会員・

古川尚徳会員の新鋭2人が皆さま方にお願いをいたし
ます。乞うご期待！
○古財良一君（親睦活動委員会）

Ⅴ

8/19（水）後藤年度ゴルフコンペが開催されました。
参加者は16名で、大変賑やかなコンペでした。高宮
宏会員の体調が心配でしたが、無事元気にラウンドを
終了されました。スコアは予想通りのロースコアでし
たが、優勝した田代文明会員が82で回り、レベルの違
いを見せつけられました。次回のコンペもたくさんの
参加をお待ちしております。三角さん、接待ゴルフの
癖がついているのかな？
○井上雅文君
8/19のゴルフコンペに参加させていただきました。結
果は16人中16位と最下位でしたが、余剰金の争奪じゃ
んけん大会で優勝することができました。「捨てる神
あれば拾う神あり」とはこういうことなのでしょう
か？どちらの神様にも感謝しスマイルいたします。ま
た、本日は会員維持増強委員会の鎌田

剛会員・古川

尚徳会員の卓話を楽しみにしています。出席率向上も
是非よろしくお願いします。
○田代文明君
先日のゴルフコンペで優勝できましたのでスマイル
いたします。
○田川憲生君
本日は所用のため早退いたします。9/1（火）13：30

マンダラシート作成要領

より当ホテルにて「財津一郎ランチ＆トークショー」

1.目的

を開きます。まだ空席があります。よろしければ〝見

拡大運動を展開していくにあたり、入会してくれそう

に来てチョーダイ″です。

なメンバーを新しく発掘するために会員皆様から情
報を提供してもらうことを目的とする

●会員卓話（坂本研一君）

2.作成手順

「会員維持増強について」
鎌田

①シートの中央のブロック（太線で囲まれた枠）の中心

剛君・古川尚徳君

マスに自分の名前を記入する。
②中央のブロックで自分の名前を記入したマス以外の
残り 8 マスに自分に関わる団体、または仲間内のカテ
ゴリー等を記載する。
③上記②で記載した団体名などを、周りの 8 ブロックの
中央のマスにそれぞれ書き写す。
④各ブロックの 8 マスにそのブロックに関係する方の名
前を記載する。
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⑤8 人×8 ブロック＝合計 64 人のリストを抽出した後、

◇計画した会員増強数は、必ず達成できると皆が信じ

入会見込みの候補者を再度抽出する。

行動する。

マンダラシート記入例

◇増強が難しいと言う前に、今までどれだけ深く増強

✩カテゴリー記入例

に努力したかを反省する。

例）小学校友人、中学校友人、高校友人、大学友人

◇ダメかもしれないと先に否定する場合が多いが、積

お得意先、取引先、同業者

極的に取り組めば功を奏することがある。

消防団、町内地域、自治会、商店街

◇多忙な人を推薦する。多忙な人は時間の作り方がう

サークル、飲み仲間

まい。

趣味（野球、サッカー、ゴルフ、釣り、その他）

◇毎週一回の例会を開く世界で最も古い、最も伝統の

保護者会（子供関係）、SNS 友人

ある奉仕団体であり、世界中どこのクラブにも参加

親戚

できる。

✩人名（候補者）記入例

◇会員候補でない人も例会に誘う。広報に良いし、数

1-1
○○建設：建設業（28 歳）

年後に入会するかもしれない。
←上段に会社名や職業、

◇どこにでも、まだ会員になることを頼まれたことの

年齢を記入
拡大大介

無い人が、沢山おられます。
←下段に氏名を記入
10 年近く経っていますが今でも当然ながら通用す

◆8/31 第7回 ロータリー情報（喜讀宣友君）

ることばかりです。72 人の目標会員数に向かって全

会員維持・増強について

会員で頑張っていきましょう。

今月の会員増強・新クラブ結成推進月間のまとめとし
て、平成 18 年 4 月 3 日付故鑪泉会員のロータリー情

■8/19 後藤年度 ゴルフコンペ@あつまるレーク CC■

報を掲載させて頂きます。
◇ロータリー活動の第一歩は、退会防止と会員増強です。
◇増強は、会長・幹事と増強委員長が熱心にやれば必ず
その成果は上がります。その気になることです。
◇趣味を同じくする人を誘う（ゴルフ、囲碁、麻雀など）
同業者、友人、親戚、近隣の人など。
◇1989 年規定審議会によって、女性会員の入会が認めら
れ、現在世界の女性会員は格段に増えました。改めて
女性会員の増強について、クラブで真剣に検討する価
値があります。
※この時から現在は 10 年近く経っています。
◇本当に真剣になれば、誰でも最低 2 人は新会員を推薦
できる。
◇クラブ管理と運営の全てを見直し、改善の為のアンケ
ートを実施し、会員の声を吸い上げる。
◇親睦と奉仕のバランスを意識する。

順
位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

☆田代文明☆
向臺行雄
坂本研一

アウト

イン

グロス

ﾊﾝﾃﾞｨ

ﾈｯﾄ

40
52
43
43
55
51
46
54
52
50
51
53
57
57
65
58

42
49
46
44
53
42
52
56
49
55
50
56
53
55
52
47

82
101
89
87
108
93
98
110
101
105
101
109
110
112
117
105

13.2
27.6
14.4
12.0
32.4
15.6
20.4
32.4
22.8
26.4
21.6
28.8
28.8
30.0
33.6
14.4

68.8
73.4
74.6
75.0
77.6
77.4
77.6
77.6
78.2
78.6
79.4
80.2
81.2
82.0
83.4
90.6

＊4 位以下のお名前はご名誉のため省略いたします！

◇私達は誰かの推薦によって会員になったので、今度は
そのお返しが必要です。
◇社会のニーズの多様化によって、新しいビジネスが生
まれるので、新しい職業分類を追いかける。
◇会員が自慢できるロータリークラブをみんなで考え
作ること。
◇できない理由を探すより、できる方法を探すようにす
ること。
◇クラブで純増目標数を決定し、宣言し絶えず全会員に
呼び掛けること。
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