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・熊本２名、大分２名募集。

■点鐘

・面接開催予定日【熊本会場】１２月１４日予定。
・９月３０日申し込み締め切り。

■国歌斉唱「君が代」

２）
泉ヶ丘校区自治協議会より、
「伝承遊びの集い」共催のお願い。

■熊本東南ロータリークラブソング

３）

（ソングリーダー 古田哲朗 )

瀧満 ガバナー、山角智秀 地区社会奉仕部門長、早水琢也 地区公
共イメージ部門長より、社会奉仕・公共イメージ合同セミナー開

「Joyful And Good」

催の案内。

■来訪者紹介
（会長 内田信行 )

日時

２０１９年１０月６日（土）１３：００〜１６：００

場所

ホルトホール大分

４）
熊本少年友の会 青山定聖 会長より、会報の送付。

川口公二
石橋一隆

ガバナー補佐（熊本平成ＲＣ）
ガバナー補佐幹事（熊本平成ＲＣ）

５）
第２回定例理事会報告。

■会長の時間

■今後の予定

（会長 内田信行 )
9 月 1 日（日） 日帰り親睦家族例会

18 日 19 日の東南ロータリークラブのゴルフ遠征に、18 名参加
を頂きありがとうございました。楽しいゴルフ、懇親会、二次会
でのカラオケ大会、又三次会の部屋での飲み会と楽しい夜を過ご
す事が出来ました。（ホテルのオナーが阿蘇小国東ロタリーの方
で、中島幹事のお客さんで大変良くしていただきました）翌日誰
か雨男か、雨女が居たかも知れず雨でゴルフは中止し、熊本まで
帰りグリーンヒルで 3 組でのゴルフをし、又、表彰式は街中で行
い二日間 48 時間楽しむ事が出来ました。ゴルフ担当委員長、参
加者皆様お疲れ様でした。本年度は親睦委員長が会員皆で楽しめ
る事を企画しておりますので楽しみにしていてください。
家族会で皆様に、プレゼントした貯金箱には、少しは銀色でちょっ

合同ガバナー公式訪問
9 月 4 日（水）
（熊本東南・熊本平成・
熊本水前寺公園）
9 月 7 日（土）

案内中

千穂など
熊本県

ANA クラウンプラザホテル熊本

熊本市

ニュースカイ

大分キャピタル RC 創

大分県

立 20 周年記念式典

大分市

レンブラントホテル大分

松本繁、白木誠一、小畑成司
9月
9 月 7 日（土）

伝承遊びの集い
2019 〜 2020 年度

9 月 20 日（金） 第 1 回 市域 RC 会長・

と大きなコインは貯ってますか、しつこく言いますが 50 倍返し
で宜しくお願いします。
ポリオ根絶の街頭募金活動を 11 月 24 日に下通り、上通りの二
箇所で行い、その日を熊本東南ロータリークラブのロータリー
デーにしたいと思っておりますので宜しくお願いします。

幹事会

熊本県
熊本市
熊本県
熊本市

泉ヶ丘校区公民館・泉ヶ丘

熊本ホテルキャッスル

内田信行、中島祐爾

9 月 25 日（水）直前会長・幹事慰労会
地区 国際奉仕・ロー

■幹事報告

10 月 5 日（土）タリー財団二部門合同

（幹事 中島祐爾 )

セミナー
社会奉仕・公共イメー
10 月 10 月 6 日（土）
ジ合同セミナー

１）

霧島、高

土谷壮司 米山記念奨学会部門長、山田公也
米山奨学生選考委員長より、２０２０学年度米山記念奨学生選考
面接官の募集について。
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10 月 11 日
（金）

熊本西稜 RC 創立 30
周年記念チャリティー
ゴルフ大会

熊本県
熊本市
上益城郡
益城町
大分県
大分市
上益城郡
益城町

瑞恵

熊本市流通情報会館

ホルトホール大分

高遊原カントリークラブ

■ロータリー情報の時間

◎内田信行

5,000 円
川口ガバナー補佐、石橋ガバナー補佐幹事、今日
よろしくお願いします。先日、１８・１９日ゴル
フ遠征お疲れ様でした。

◎中島祐爾

5,000 円
川口ガバナー補佐、石橋ガバナー補佐幹事、今日
はお世話になります。
先日、１８日・１９日、久住高原へ１８名でゴルフ

（ロータリー情報委員 潮谷愛一 )
詩
絶望のとなりに

だれかが

そっと腰かけた

絶望は

となりのひとに聞いた

﹁あなたはいったい

誰ですか﹂

となりのひとは

ほほえんだ

希望です﹂

﹁私の名前は

アンパンのやなせたかし

へ行きました。初日は雨も降らず楽しくでき、夜
も一次会〜三次会まで大変盛り上がりました。２日目雨で中止と
思いきや、場所を阿蘇のグリーンヒルに変更すると雨がぴたっと
止みました。２日間稼いだ賞金の一部をスマイルします。

■出席報告
（出席・プログラム担当委員 松岡泰光 )

月日

会員数 出席者数

44
08 月 07 日 （免 3）
41
44
08 月 21 日 （免 3）
41

◎佐野

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

3

37

90.24

34

5,000 円
川口ガバナー補佐、石橋ガバナー補佐幹事の御来
訪を歓迎しスマイルします。

◎松本
35

茂

繁

85.36

5,000 円
①川口ガバナー補佐、石橋ガバナー補佐幹事のご
来訪を歓迎致します。クラブ協議会でのご指導よ

ろしくお願い致します。
②ゴルフ合宿とても楽しかったです。皆さんあり
がとうございました。

☆新 入 会
☆退
会
☆出席免除
08 月 07 日
08 月 21 日
☆欠席者

鷲山法雲
鷲山法雲

志賀重人
住江正治

島村徹男
島村徹男

◎沼田敏雄

5,000 円
ガバナー補佐のご来訪お疲れ様でした。今日はよ
ろしくお願い致します。

◎山田公也

5,000 円
川口ガバナー補佐、石橋ガバナー補佐幹事の御来

4名

08 月 07 日

川崎直樹

堤

今度の 100% 出席の日は

勝也

小松野正彦

山坂哲生

8 月 28 日（9 月 1 日）です。

訪を心より感謝申し上げます。
追伸：８月１８日・１９日に行われましたゴルフ
コンペで初日、優勝させていただきました。賞金

■スマイル報告
（親睦・スマイル委員 堀内健太郎 )

の一部をスマイルします。感謝。
◎川口公二 ガバナー補佐、石橋一隆 ガバナー補佐幹事（熊本平
成ＲＣ）3,000 円
本日はガバナー補佐として貴クラブへのクラブ協
議会出席となります。瀧ガバナーの年度方針、各
クラブへのお願いも含め、協議したいと思います。
宜しくお願いします。貴クラブの益々の発展をお
祈りし、スマイルします。
◎宮川義行

6,000 円
川口ガバナー補佐、石橋ガバナー補佐幹事の御来訪
を歓迎します。８月１７日、鳥栖で職業奉仕研修セ
ミナーが行われ、古田職業奉仕委員長と２人で参加
しました。印象に残ったのは、職業スピーチとして

◎松岡泰光

3,000 円
川口ガバナー補佐、石橋ガバナー補佐幹事の御来
訪を歓迎してスマイルします。

又、先日は誕生日のプレゼントありがとうござい
ました！お陰様で本日５１才となりました。それ
から週末のゴルフ合宿ご参加の皆様、オツカレ様でした。ベスト
スコアを更新することができました！年内の１００切り目指して
精進します。より一層のご指導ご佃撻ヨロシクお願い致します。
◎彌冨照皇

毎回１人５分〜１０分、自分の職業について話しているクラブの
報告でした。東南もこの１年で１０名近くの新会員を迎え、会員
全員の実際の職業をお互いに知る機会があればいいのかなと思い
ました。クラブや例会を盛り上げる事が東南ロータリーは上手だ
なといつも感心しています。
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3,000 円
①川口ガバナー補佐と石橋ガバナー補佐幹事のご来
訪を嬉しく思います。
②先日のゴルフ部会は大変お世話になりました。ス
マイルします！

◎松岡歩紗実 2,000 円
先日はゴルフコンペで楽しい時間を過ごしました。
スコアは全くだめでしたが、次回はもっと練習して
臨みたいと思いました。お世話頂きました皆様、あ

入会候補者とつながる
入会候補者にロータリーを紹介したり、説明会や入会促進に活
用できる資料：

りがとうございました。
・若い世代の職業人とともに：新しい感覚で仲間を迎え入れ、
◎熊本東南ＲＣゴルフ部会 4,000 円
８月１８日・１９日で久住合宿に行って参りました。天気が危ぶ
まれましたが参加者皆様の笑顔で雨も吹っ飛びました。事故、怪
我もなく無事に終われて良い合宿が出来ました。又、三愛高原ホ
テル社長 杉本様が、肥後小国ＲＣに所属されていまして、ご厚
意により焼酎、ビールを頂きました。併せてご報告させて頂きます。

社会で活躍する若い職業人をクラブに迎え入れるための情報
とヒントを紹介したサイト。
・入会への魅力を高める：入会候補者の関心を引き出し、クラ
ブでの会員の経験をより良いものとする方法を紹介したラー
ニングセンターのコース。
・カスタマイズ可能なクラブパンフレット：ロータリーのブラ
ンドリソースセンターから利用可能なクラブパンフレットの

■クラブ協議会

テンプレート。クラブにあった写真とフレーズをお選びいた
だけます。
・ロータリーのご紹介（パワーポイントのプレゼンテーション）
：
クラブの説明会やイベントでのプレゼン用に最適。クラブ独
自のスライドや写真を自由に追加してご利用いただけます。
・入会候補者を見つける（入会候補者情報の収集）
：資格のある
入会候補者を見つけ、クラブに迎えるための方法を紹介。
・自分にできること 今日からはじめよう（入会候補者向けパン

活動計画書に基づき、今年度の方針、計画を各委員会より発表

フレット）：ロータリーの活動内容や魅力を紹介したパンフ
レット。入会候補者に渡すのに最適。

■点鐘

・ロータリーでの経験は入会前にはじまる：入会候補者対応マ
編集者

沼田敏雄

ニュアル：クラブは入会候補者のニーズに適っているか（ま

--------------------------------------------------------------------------------------------

たは候補者はクラブのニーズに適っているか）を判断するた

会員増強は、ロータリーの最優先事項の一つで、
より大きな変化をもたらすために欠かせない要素です。

めのヒントやアイデアを紹介。候補者が入会するか否かにか
かわらず、好ましい印象を抱いてもらうために何ができるか

（詳細は下記 URL を参照してください。
）
https://my.rotary.org/ja/learning-reference/learn-topic/

を紹介。
・法人会員導入ガイド：地元の事業主の参加を促す方法や企業

membership

の従業員のための新しい会員種類の提供方法を紹介。
※ 2019 年 8 月 7 日週報の続き※

入会候補者情報を管理する
ロータリーウェブサイトの「ご入会」のセクション（rotary.

現会員の参加を促す

org/ja/join）からフォームを提出してロータリー入会への関心
を伝えてくる人が大勢います。フォームを提出した入会候補者

ロータリーへの参加促進のアイデアを紹介した資料：

の情報が地区リーダーやクラブリーダーの元にメールが届いて
いないかどうかを、定期的に確認しましょう。入会希望者は、

・会員の参加を促すためのベストプラクティス：新会員からベ

クラブや地区からの連絡を待っています。

テラン会員まで、活動への参加を促すさまざまな方法を紹介
したラーニングセンターのコース。

入会候補者情報のフォローアップと管理方法を説明した資料：

・柔軟なクラブ運営のために：現会員と入会候補者のニーズに
より良く応える方法を紹介したラーニングセンターのコース。

・入会候補者情報プログラム：入会候補者が体験するプロセス

・rotary.org/ja/ﬂexibility：柔軟なクラブ運営のアイデア、
FAQ（よ

を理解し、候補者に好ましい経験をしてもらうために何がで

くある質問）、その他の資料を紹介したページ。
・会員の満足度を高める（会員満足度調査）
：クラブに対する

きるかを紹介したラーニングセンターのコース。
・新会員探しのお手伝い「入会候補者情報プログラム」
：入会に

会員の満足度を知るために利用できるカスタマイズ可能なア

関心をもった人とクラブを結びつけるこのプログラムを紹介

ンケート調査を収録。

した資料。

・会員維持力を高める（会員維持調査）
：退会の理由と時期を調

・入会候補者情報プログラムのプレゼンテーション：クラブと

べ、会員維持策を立てる上で役立つ調査を収録。

地区に入会候補者情報プログラムとその仕組みを説明するの

・奉仕と友情の輪を広げよう：クラブ、地域社会、世界のロー
タリーの活動やプログラムに参加し、ロータリーならではの

に役立つパワーポイントのプレゼンテーション資料。
・入会候補者情報の管理方法（クラブ用 ／地区用）：入会候補

体験を味わうための方法を紹介。

者情報をオンラインで管理する方法を説明した資料。

・退会理由を理解する（退会者アンケート）
：退会理由を探るの
に役立つアンケート調査を収録。

−３−

革新性（イノベーション）などのトピック別セッションの指

新会員が溶け込みやすい環境をつくる

導者用手引きのリンクとアイデアを掲載。
新しい仲間を歓迎し、オリエンテーションを企画し、入会後の

・ロータリークラブ 結成ガイド：新クラブの結成に必要な情報

早いうちから積極的にクラブに参加してもらう方法を紹介した
資料：

を掲載。
・クラブのモデル：すべてのクラブが同じような価値観や奉仕
への情熱を共有する一方、それぞれの地域社会に独特のニー

・新会員オリエンテーションの計画：新会員にいち早くクラブ

ズがあるため、一つとして同じクラブはありません。入会候

に馴染んでもらい、その経験や才能をクラブで発揮してもら

補者に魅力を感じてもらえるような異なるクラブのモデルに

う方法を紹介したラーニングセンターのコース。
・新会員オリエンテーション：ロータリーでの第一歩を踏み出

ついて紹介した資料。
・衛星クラブのガイド：衛星クラブのメリットや結成方法につ

してもらうために：新会員の参加を促し、ロータリーでの体
験を存分に味わってもらうためのオリエンテーションのアイ

いて紹介した資料。
・パスポートクラブのガイド：会員がほかのクラブの例会や行

デアを紹介。

事に出席し、自クラブの義務は奉仕活動への参加で満たすこ

・ロータリーの基本情報：新会員用の参考資料、またはクラブ

とを容認しているパスポートクラブを紹介したガイド。

での参照用に便利なロータリーの概要資料。
・奉仕と友情の輪を広げよう：クラブ、地域社会、世界のロー

時代に即したクラブにする

タリーの活動やプログラムに参加し、ロータリーならではの
体験を味うための方法を紹介。

今日のニーズに応えられるよう会員の意欲を喚起：

・新会員歓迎キット：ロータリーの基本資料（
「ロータリーの基
本情報」
「奉仕と友情の輪を広げよう」「ロータリーとは」名

・ラーニングセンターのコース

刺サイズのカード、ロータリーのマグネット、ロータリー財

・ロータリーの Vimeo チャンネルの動画

団年次報告）を収めたキット。新会員への贈呈に最適。

・会員増強に関するウェビナー

・ロータリー会員証：新会員に渡すことのできるカスタマイズ

・会員増強詳細報告（Membership Minute）ニュースレターの

可能な会員証。

受信登録
・会員増強のベストプラクティスに関するフォーラム

活気あるクラブをつくる
ツール
会員増強計画と活気あるクラブづくりに役立つアイデアを紹介
した資料：

・入会候補者情報の管理：
クラブリーダー用

・ロータリー会員現況：会員数や入退会の状況をまとめ、会員
増強の重要性を説明するためのプレゼンテーション資料。

地区リーダー用
・入会候補者情報レポートを見る：

2019 年 1 月（年度中間）の会員状況

クラブリーダー用

2018 年 7 月の会員状況

地区リーダー用

・クラブ会員増強委員会の基本：新会員の入会と現会員の積極

ゾーンリーダー用

的な参加を促すためのクラブ独自の戦略計画を立てる委員会

・オンラインショップで会員増強関連資料を注文

の責務について学べるリソース。

・ロータリークラブ・セントラルでクラブの目標と活動進捗を

・クラブ会員増強委員会のためのチェックリスト：入会候補者

確認

を見つけ、ロータリーについて知ってもらい、入会と積極的
参加を促すためのステップを挙げたチェックリスト。

ロータリーからのサポート

・会員増強ガイド：地域に合った計画を立てよう：会員増強の
長期計画を立てる上で参考となるガイド。
・元気なクラブづくりのために：クラブ・リーダーシップ・プ

・地区会員増強（入会・参加促進）委員会
・地区ガバナーとガバナー補佐

ラン（日本）：活気あるクラブとなるための 10 のベストプラ

・地域コーディネーター

クティス、日本で成功したクラブの事例を紹介。

・クラブ・地区支援室

・クラブ運営の柔軟性：柔軟な会員種類や例会運営の方法を紹
介。よくある質問（FAQ）、定款・細則文書、新しい会員種
類と柔軟な例会形式のスタートガイドへのリンクを掲載。
・地区会員増強委員長 研修セミナー：会員増強地域セミナーの
トピック別セッションを進行するための指導者用手引き。
・地区会員増強委員会の役割・責務：委員会の役割と責務につ
いて詳しく説明した手引き。
・クラブの会員増強計画：会員増強に向けた行動計画など、ク
ラブの会員増強計画を立てる方法を紹介したラーニングセン
ターのコース。
・実践リーダ一シップ：チームワーク、コミュニケーション、

−４−

