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がありません。
唯一あるのは、1 学年 1 クラスという田舎の小さな小学校で児童
会長をしたことがあるだけです。ですから決して皆さんの先頭に

■国歌斉唱

立って組織を束ねるような力、いわゆるリーダーシップがあると
は言えませんし、もちろんカリスマ性などもありません。

■ロータリーソング「手に手つないで」

私たちロータリアンは、5 つの『ロータリーの中核的価値観』を
求められています。その 5 番目に「リーダーシップ」が求められ

■来訪者紹介（会長 白石 繁 )

ています。ただ、この「リーダーシップ」は、
「カリスマ的リーダー
シップ」ではなく、
「対話型のリーダーシップ」です。「対話型」
、

見学

松岡歩紗美

このことを肝に銘じ、我がクラブが少しでも活力と発展に繋がり

様

ますよう、一年間精進して参ります。
今日は、
「私の素性」を知っていただき、改めて皆様の力強いご

■見学者挨拶（松岡歩紗美 様 )

支援とご協力をお願いし、会長の時間とさせていただきます。

■幹事報告（幹事 村瀬直久）

■会長の時間（会長 白石 繁 )

１）

【私の素性】

りんどうＲＣより、例会場変更のお知らせ。

私は、熊本東南ロータリークラブに入会し
て、21 年目になります。在籍会員の入会順

７月から

から言うと 15 番目となるようです。

◆

例会場 「くまもとエミナース」

言い換えれば、私より後に 30 名の方が入会されたことになりま

◆

住

◆

例会日

木曜日（従来通り）

◆

時

１３：００〜１４：００（従来通り）

所

上益城郡益城町田原２０７１−１
ＴＥＬ：096-281-1111

す。私も入会時には、新会員卓話で自己紹介をしたと思いますが、
30 名の方は、「私の素性」をご存じないことになります。
「ＲＩ会長」や「地区ガバナー」も就任に当たって、ご自身のプ

間

ロフィールを発表されております。
熊本東南ロータリークラブの会長を仰せつかったこの機会に、私

■今後の行事
開催日

の「プロフィール」を報告させていただき、この一年間、皆さま

行事名

場所

会場

出席者
白石繁、

の力強いご支援とご協力をお願いしたいと思います。

村瀬直久、
吉田嘉昭、

・名前

：白石

繁

・職業分類

：建築設計コンサルタント

・年齢

：63 歳

宮川義行、
中島祐爾、
緒方公一、

・ロータリー歴：20 年

内田信行、

・最終学歴

：芝浦工業大学

・勤務先

：株式会社

・家族構成

建築工学科

ＭＯＺ設計事務所

管理建築士

8 月 8 月 2 日（木）

：父・妻・息子 2 人 （現在は 3 人暮らし）

慈愛園サマーキャ
ンプ

熊本県
阿蘇郡
西原村

山田公也、
阿蘇ミルク牧場

小畑成司、
杉本整哉、
杉本愛和、

・プロフィール：
（週報での掲載は省略）

西村陽介、
西村雅佐代、

以上が、私のプロフィールです。

西村夏鈴、
西村風花、

先日も申し上げましたが、私は、会長という大役を経験したこと

河上勝平、
倉元郁子
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開催日

行事名

米山記念奨学会部門
8 月 5 日（日）
セミナー

9 月 2 日（土）

9月

熊本県
熊本市

会場

メルパルク熊本

本県

くまもと県民交流

部門合同セミナー

熊本市

会館パレア

荒尾 RC 創立 40 周
9 月 8 日（土） 年記念式典・祝賀
会
日田 RC 創立 55 周
10 月 10 月 6 日（土）
年記念式典

熊本県
熊本市

出席者

次ぎに今度はあなた達の立場で例会出席に出席する事によって他

白石繁、

のロータリアン達にあなた自身を与えなければなりません。

村瀬直久、
山田公也

広報・青少年奉仕

9 月 8 日（土） 伝承遊びの集い

11 月 11 月 4 日（日）

場所

あなたの同僚は皆それを期待しております。要するに例会は奉
仕の情報交換会であります。
新入会員はまずクラブに慣れる事が必要であります。

新着

ロータリー会員は皆平等ですから誰とでも遠慮する事なく気軽

泉ヶ丘校区公民館

に語り合うことが出来ます。そこでロータリーは出席について、

案内中

他の会に例のないほど喧しい決まりを作っています。

白石繁、
熊本県
荒尾市

大分県
日田市

宇佐八幡 RC 創立

大分県

３０周年記念式典

宇佐市

ホテルヴェルデ

村瀬直久、

詳細に述べますから皆さまも充分ご承知の上、出席に努めて頂き

宮川義行、

たく思います。

山田公也

★全ての会員は毎週の例会において出欠がとられ記録されます。

昭和学園高等学校、
マリエールオーク

案内準備中

（所定時間の 50％以上の出席時間が要求されます。）

パイン日田

★もし欠席するときはその例会日直前 6 日間、その日及び園直前
宇佐神宮参集殿

案内中

6 日間のどちらかの日に他クラブの例会に出席すればホームクラ
ブに出席したのと同様に取り扱われます。これをメークアップと
言います。

■ロータリー情報の

このメークアップは世界中どこの例会でも予告なしで出席出来る

（ロータリー情報担当 鈴木義親）

事になっております。このような組織はロータリーだけで、ロー
クラブ奉仕とはロータリークラブの日常の
運営が円滑にいくように会員がクラブ会合
に出席し、クラブの計画に参加し又、役員
を務め、その他地区協議会や地区大会、国
際大会等に出席する事を言います。その為、
会長はクラブ奉仕担当の理事を一名任命してこの遂行にあたります。
当クラブでは副会長の担当で今期は松本一也副会長が担当いたし
ます。その松本一也理事の下に親睦、スマイル、出席プログラム、

タリアンの大きな特典であります。
★例会を欠席しメークアップを怠り、連続 4 回欠席すると自動的
に会員資格を失います。
又、年度中に前半期または後半期の６ヶ月間に出席率が 50％
以下の場合も同様に会員資格を失いますので、病気、その他やむ
を得ない欠席が続いた場合や連続して出席出来ない時は、その理
由を理事会宛てに届けを出さないと会員資格を失いますのでくれ
ぐれもご注意下さい。
以上

会報、雑誌・ロータリー情報ＳＡＡが作られております。会員の
皆さんも各所属委員会において奉仕する事になります。

■委員会報告
クラブ奉仕には広い分野がありますが、ここでは皆さんに特に関

（青少年奉仕担当 宮川義行）

係深いものについて述べて参ります。
【出

席】

熊本東南ＲＡＣ例会案内

皆さんの中にはロータリークラブは出席が喧しいと言って入会
を断る方々が多いと思います。

７月第２例会

７月２９日９：００〜

１２：００ パルコ前

そこで出席について具体的に詳細に説明させていただきます。

（西日本豪雨災害 募金活動）

この出席のことはロータリーの特色であり、会員としての身分

８月第２例会

を維持するための必要な条件であります。しかも代理出席は認め

８月１８日１０：００〜 大江公民館
（熊本グリーンＲＡＣとの合同例会）

られません。そしてあなたに割り当てられた役目が、たとえどん
な仕事でも必ずあなた自身でやらなければなりません。それは
ロータリーが個人個人が身を以て奉仕に当ることを求める団体で
あるからです。

■出席報告
（出席・プログラム担当委員 福井 学）

次ぎに例会出席が何故必要であるかについて説明します。
例会では色々なプログラムが行われますので出席していれば社

月日

会員数 出席者数

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

1

36

83.72

会、経済、政治、科学技術などの分野の現状や展望を深める事が
出来ます。又、
クラブ会員が自分の職業についての興味深いスピー
チをする事もあります。
このように限られた職業生活の中では得られない多くの異業種
の指導者達と知り合いになる事であります。そしてそこからイン
スピレーションを受けて自分自身が成長すると共に、例会で学ん
だものを自分自身の所属する業界に持ち帰り、更に業界の人々に
もこれを推し進めて下さい。

45
07 月 11 日 （免 2）
43
46
07 月 25 日 （免 3）
43
☆出席免除

35

29

67.44

07 月 11 日

住江正治

島村徹男

07 月 25 日

住江正治

島村徹男

−２−

鷲山法雲

☆欠席者（7 名）
07 月 11 日

西村陽介 岡本千代門 堤 勝也
内田敏視 山本浩之
山坂哲生

今度の 100% 出席の日は

山本修三

国際ロータリー第 2720 地区では過去に公共イメージ部門長三村
彰吾が青少年部門合同で 2017 年 8 月 4 日熊本市内、7 月 9 日大
分市内で開催しています。
ガバナークラスの地域のり一ダーの任務には 4 役があります。

08 月 29 日です。

ロータリー財団地域コーデイネーター
ロータリーコーデイネーター
恒久基金・大口寄付アドバイザー
ロータリー公共イメージコーデイネーター

■スマイル
（親睦・スマイル担当委員 井村宣敏）
◎宮川義行 5,000 円
松岡さん、本日はお越しいただきありがとうございます。ゆっく
りロータリーを楽しんで下さい。先日の家族会、皆様ご苦労様で
した。７月２１日・２２日、阿蘇ＹＭＣＡでの米山記念奨学会の
夏期研修会に山田会員と翁君と３人で参加しました。米山役員と
カウンセラー、奨学生、計８０名で研修と親睦をはかり、夜遅く
まで交流を深めました。翁君はディスカッション発表、山田会員
は得意の人脈構築に活躍。夜はバンガローで２段ベッド、静けさ
の中で熟睡しました。日本と母国の橋渡しとなる優秀な人材の育
成、今後の米山奨学生の活躍に期待します。
◎沼田敏雄 5,000 円
先日、家族会にてスマイルのご褒美に花束を頂きありがとうござ
いました。白石年度も頑張りたいと思います。
◎堤 勝也 2,000 円
健康スマイル。
◎小畑成司 2,000 円
昨日まで 9 日間、北イタリア、ドロミテ街道の旅に行っておりま
した。涼しいヨーロッパにおりましたのでスマイルします。世界
でも HOT JAPAN とニュースで流れていました。東京オリンピッ
クが心配だと世界が騒いでおります。

戦略計画の三本柱「クラブのサポートと強化」「人道的奉仕の重
点化と増加」それと「公共イメージと認知度の向上」を背負って
います。
「イメージの向上」と「認知度の向上」はどうちがうのでしょうか ?
同じなのでしょうか ?
このことを達成した場合、どのような効果があるのでしょうか。
私たちがロータリーに籍を置く満足感、それとも会員増強に役立
つのでしょうか。
私は 3 年前、
「ロータリーの友委員会」ゾーン会議が大阪で行わ
れた際、知名度アップのた
めにテレビコマーシャルのスポットを流した事例が紹介されたこ
とを思い出します。
すかさず、ある出席者から「テレビコマーシャルを見ただけで入
会されても、質がおちるのではないか ?」会話は発展しませんで
したが、入会のきっかけはさておき、新会員は温かく歓迎し研修
で育てようという前向きな議論になりませんでした。いわゆる「量
より質」という正論をついてくる人は今でも少なくありません。
大分中央 RC は創立 28 年目の 2008 年会期末は 27 人の会員に減
少しました。
岡村パストガバナーは主に JC の卒業メンバーに声をかけ、6 人、
17 人、20 人と

◎彌冨照皇 2,000 円
松岡さんのご見学を歓迎いたします。ご入会を楽しみにしていま
す。

増強した結果、
38 年目の今期は 73 名になりまだまだ増員中です。
この間の退会者いなけ
れば 105 人のはずですが…それは虫が良すぎますね。

◎小野川善久 1,000 円
先日は無事に熊本東南ＲＣに入会できうれしく思います。ありが
とうございます。先日様子見で訪問した際も食事はカレーライス
でした。月末はカレーライスとメニューは決まっているのでしょ
うか？カレーに縁のある私です。今後とも宜しくお願いいたします。

地区内外から「どうしたらそんなに増やせるの ?」というお尋ね

■新年度方針（公共イメージ委員長 前田日出夫）
ロータリーのストーリーを人々に伝え、ク
ラブの奉仕活動に対する認識と感心を高め
る計画を立て実行します。効果的な広報に
より、地域のニーズに取り組む信頼できる
団体としてのロータリーの存在感が高まり
ます。クラブのイメージが向上すれば、積極的な活動への会員の
モチベーションも高まり、入会希望者も増えるでしょう。

がついて回ります。
・・・彼は、「クラブや、ロータリーは楽しくなくてはいけない。
クラブを通じて地区役員になればさらに友情の輪が産まれる。中
央が 100 人になれば財政面や人材面でも堂々と
した活動ができる。」あと少しすると創立 40 年を迎えます。ク
ラブの会長エレクト、レグ
ジネイトは先を見据えた前向きな活動をしています。スマイルも
200 万目標を達成しま
した。クラブに野球部が創設されたのも新たな起爆剤、グローバ
ル補助金の活用、舞鶴高校インターアクト、昨年産声を上げた大
分中央ロータアクトも自慢な出来事です。
ロータリーは楽しい、その一員に自分がいる。その仲間を増やし
たいという感情が人を動かすのかもしれません。この 10 年間で
成長したクラブのご案内が届いたら是非お出でください。
このようにロータリーの公共イメージ向上の先は、よき理解者を

−３−

得ることもさりながら、増員につなげる最も有効な行動であると
思います。
ロータリークラブについて世間様は「駅前広場のロータリー」程
度のイメージしかありません。
看板もなければ、
主だった活動を広報しませんでした。ロータリー
は金持ちのおじさんがお昼ご飯を食べる親睦会。とみられていま
した。当時から、会員自身も、奉仕を自分からアピールするもの
ではなく、内に秘めておくべきものだという風潮がありました。
人に良いことをすればいつか報われる。奥ゆかしく紳士であれ・
・・
こう言ったイメージの払拭には 20 年から 30 年の時空が必要で
す。忘れることなく、
あきらめずに地道に努力してはいかがでしょう。
ロータリーが楽しい、自分の活動を知ってもらいたいと思ったら
「ロータリーの友」に投稿しましょう。クラブを通して 1 冊 200
円で毎月手元にとどく「友」は会員向けの情報誌で
す。横書きには国際ロータリー情報が皆さんの知識の源になりま
す。縦書きは地区の活動や投稿の場所です。
『友』は世界に招待
してくれますよ。
「ロータリーの友委員」は皆さんに投稿を促すほかに、毎月の『友』
を読破して 2 週間以内
に編集部にレポートを提出する役目があります。今まで読んでな
かった罰を神様が与えて
くださったとあきらめていますが、年間 3 回集合会議での地区友
委員との交流も魅力的で
す。第 2720 地区の記事が掲載された号は内心微笑んでいます。
平成 30 年 4 月 8 日
ホルトホール 1 階小ホール
地区研修協議会・公共イメージ部会

■新年度方針（長期戦略委員長 松本繁）
2018~2019 年度
長期戦略委員長 松本 繁
副委員長
永野昭一
委員 白木誠一、白石 繁、内田信行、
松本一也
１．活動方針
私たち熊本東南ロータリークラブは常に、“Joyful and Nice”
クラブを目指します。
⑴私たちは親睦と奉仕に対して、真伨に取り組み、クラブの質の
向上を目指します。
⑵会員が集い、語り、互いに学び合うことで、より心豊かな人生
を送ります。
⑶ロータリアンであることに誇りと、喜びを感じます。
２．実施計画
⑴中期 3 ヶ年 (2018 年 7 月 ~2021 年 6 月 ) 計画書 ( 案 ) を策定する。
⑵年間を通じ、計画書に沿って実行されているかチェックする。
また必要に応じて、修正を加える。
⑶当クラブの創立 35 周年記念行事の成功を期し、実行委員会を
支援する。そして、5 年後、40 周年につなげる。
⑷熊本東南ロータリークラブの歌を完成する。
(35 周年記念事業の一つ )
＊委員会年 6 回以上開催予定 ( 炉辺会合を含む )
＊中期 3 ヶ年計画

講評
第 2720 地区「ロータリーの友地区委員長」
大分中央 RC 赤川治之 歴 17 年 税理士

・例会の活性化 ( 例会に出るのが楽しみ )
・会計 ( 収支予算 )、事務局問題
・その他
・奉仕活動
・親睦活動

■新年度方針（ロータリー財団委員長 山田公也）
委員

・会員増強計画
・40 周年記念事業
・出席率向上
・姉妹クラブとの交流、共同奉仕

内田敏視
＊ 7 月 14 日 ( 土 )

１．活動方針
補助金プロジェクトへの参加と寄付を通じ

宮川、古田、佐野、松本
( 熊本からは一番多かった )

て、財団を支援する計画を立案し実施する。
２．実施計画

ホルトホール大分 地区管理運営セミナー
当クラブから 8 名出席
白石、村瀬、松本一也、福井

■

（1）ロータリー財団の組織・仕組みを全員に理解していただく。

点

鐘
編集者

松岡泰光

（2）ロータリー財団・年次寄付１０％増
（3）グローバル補助金・地区補助員プロジェクトへの参加促進。

人と人とをつなぐ

（4）ポリオ撲滅運動の推進。
（5）奉仕プロジェクト委員会と協力して、地区補助金制度を活用
した次年度（２０１９〜２０２０年度）の奉仕活動を企画立
案し地区補助金申請を行う。

私たちは 120 万人以上の会員から成るネットワークです
世界中ほぼすべての地域にクラブがあるロータリー。それぞれの
地域のクラブで会員が草の根の活動をしながら、異文化や異業種
の交流を通じて世界に友情を輪を広げています。

−４−

