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誰でもやるべきだ』などと自分のモノサシで考えていることを、

■点鐘

当の本人はどれだけ行動に移せているだろうかと考えて、改めて
自身の日常生活を見直すようになったのでした。

■国歌斉唱「君が代」

日常の小さな実践やちょっとした行動に意識を向けながら、心を
添えて取り組むことで、人は大きく変わることができます。
そして、自分の行動を見直してみることで、《できていなかった》

■ロータリーソング「手に手つないで」
（ソングリーダー

という反省点にも気づくことができるのです。

鷲山法雲 )

■熊本東南ＲＣソング「Joyful And Good」
（ソングリーダー

■幹事報告

鷲山法雲 )

（幹事

１２月のうた「きよしこの夜」

中島祐爾 )

１）
瀧満 ガバナー、川原田和廣 地区幹事より、第１２回全国ＲＹＬ
Ａ研究会の案内。

■会長の時間
（会長

内田信行 )

日

時

２０２０年２月９日（日）１０：００〜１５：５０

場

所

西九州大学

登録料

佐賀キャンパス

１０，
０００円

倫理法人会の今週の倫理と言うのが目に入ったので良いことが、
２）

書いてあったので紹介します。

第６回定例理事会報告。
挨拶に添える言葉に見る人間性の錬磨

■ロータリー情報の時間
ある日、S 社長が何も言わずに横を通りすぎた社員に対して、
『挨

（ロータリー情報担当委員

鈴木義親 )

拶ぐらい、ちゃんとしなさい』と注意しました。すると、社員か
ら『社長も私に挨拶してないじゃないですか』と、思わぬ言葉が
返ってきたのです。その言葉に一瞬腹が立った S 社長でしたが、
《確かにそうだな。今、私は彼に対して挨拶をしなかった。まず
は私から挨拶をするべきだった》と反省しました。

「手続き要覧について」
本日手続き要覧 2019 年度版が配布されました。一読お願いします。
本要覧には以下の組織規定文書が収められています。
・Ｒ . Ｉ定款

『改めて、おはようございます。大切なことを教えてくれて、ど

・Ｒ . Ｉ細則

うもありがとう』と S 社長は挨拶すると同時に、感謝の言葉を付

・標準ロータリークラブ定款

け加えたのです。

・推奨クラブ細則

すると社員から、
『偉そうなことを言ってしまい、たいへん申し

・国際ロータリーの財団細則

訳ございませんでした。これからは、ちゃんと私から挨拶するよ
うにいたします』と、『挨拶はどちらが先』という話題を通じて、

（ロータリーの方針と手続き）

互いに反省と改善の思いを共有したのです。

Ｒ . Ｉ定款、Ｒ . Ｉ細則、標準ロータリークラブ定款は国際ロー

後日、同じ社員から『最近、S 社長、明るいですよね。社長から

タリーの方針と手続きの基盤となる文書で規定審議会のみによっ

挨拶されると、なんだか元気がもらえるんですよ』と言われまし

て改正されます。

た。

すべてのクラブと地区には規定審議会に立法案を提出することに

その言葉を聞き、
《挨拶を意識的に行い、その挨拶に心が伴って

よって組織規定文書に対する変更と改正を提案する権利がありま

いるからこそ、相手の捉え方が変わったのだな》と思ったのです。

す。

社員とのやり取りを終えた後、S 社長はこうあるべきだ。これは

審議会の決議はロータリーの最も重要な活動に影響を与えること
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もあります。

がします。中村氏が、仲間達と成し遂げられた、井戸を 1,600 本
掘り・25 キロにわたる農業用水路開設・16,500 ヘクタールに及
ぶ砂漠の緑地化等の数々の功績を称えてスマイルします。

クラブと地区の指導者がロータリーと自分たちの責務に関する方
針、手続

きを理解するのに役立つ「手続き要覧」の組織規定文

書が掲載されています。
◎宮川義行

6,000 円
今年も残り少なくなりました。皆さん、悔いのない 1
年を過ごされましたか。6 日に田迎西小学校で先生、
父兄 60 名、お集まりいただいて、子供防犯スポーツ
教室の研修会を行いました。子供達の安全のために
子供達自身で身を守る方法を体感させる子供防犯スポーツ教室で
す。砂取小、長嶺小、日吉小などで開催してまいりました。来年
はもっと増やそうと思っています。昨夜はビジネスグループの年
間チャンピオン表彰と忘年会に 200 名参加。2 年連続チャンピオ

要覧は３年ごとに規定審議会後に発行されます。
Ｒ . Ｉ理事会も方針を決定し、これは「ロータリー章典」として
まとめられ

ています。

■第一回米山功労者表彰
内田信行

会員

ンでした。若い経営者たちとの交流で日々勉強させてもらってい
ます。ロータリーとの 2 本柱で 1 年間過ごしました。元気をもらっ
ています。皆さんありがとうございました。

■委員会報告
（青少年奉仕担当

宮川義行 )
◎内田信行

5,000 円
福井さん、先日のポリオの街頭募金活動を地区に投稿
していただきありがとうございました。やがて「ロー
タリーの友」にも掲載されると思います。

◎沼田敏雄

5,000 円
昨夜ＲＡＣへメークに行き、少ない会員数ですが一

昨日はアクトの例会が行われ、沼田会員に参加していただきまし
た。７日にはアクト忘年会が行われ、２６日に最後の例会を行い、
２１日の慈愛園のクリスマス会への参加も予定されていますが
ほぼ無事に終わります。皆さんご協力ありがとうございます。来
年はアクト 30 周年を迎えます。皆様のご協力をお願いすると思
いますのでよろしくお願いします。

生懸命運営されて居られる感動致しました。卓話も
東田さんが郵便局（北郵便局勤務）のゆうパックに
ついて話してくれました（裏話）
。

■出席報告
（出席・プログラム担当委員

松岡泰光 )

■会クラブ協議会「委員会活動 半期報告」
月日

会員数 出席者数

44
11 月 27 日 （免 4）
40
44
12 月 11 日 （免 3）
41
☆新 入 会
☆退
会
11 月 24 日
☆出席免除
11 月 27 日
12 月 11 日

26

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

11

37

92.50

31

75.61

小松野正彦
住江正治
住江正治

島村徹男
島村徹男

☆欠席者（3 名）
11 月 27 日 岡本千代門

渡邉一弘

今度の 100% 出席の日は

佐野 茂
佐野 茂

鷲山法雲

矢野敬之

12 月 18 日です。

■スマイル
（親睦・スマイル担当
◎松本一也

川崎直樹 )

10,000 円
スマイルとして適当かどうか分かりませんがスマイ
ルします。先日の中村哲氏の訃報に接し、心が痛み
ます。中村氏の生き方、志し、人間に対する愛、ど
こか、我々ロータリアンの精神に似ているような気

●吉田嘉昭

クラブ管理運営委員長

本委員会では次の５つの方針をもとに活動
をしています。
１．全会員がロータリーを楽しむ雰囲気づく
りと出席促進
２．受付はクラブの顔である ⇒ 多くの担当者で来訪者・会員
を暖かく迎える
３．ロータリーの知識・活動を学べる環境づくり
４．充実したプログラムによるクラブの活性化
５．ロータリー原則に基づいた例会準備と運営
１．親睦スマイル 担当委員 緒方公一 会員
活動方針
(1) 親睦
例会、親睦行事、レクレーションを通して会員及び会員家族との
親睦を図り友好の輪を深める。
(2) スマイル
スマイルの意味、使途について理解を得て会員全員が目標を達成
出来るよう努める。
（3）受付
例会時の受付は、担当委員全員で務める。
実施状況
会員間・家族の親睦を深めるため多くの企画を実施・予定をして
いる。
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実施状況
(1) パスト会長による色々なロータリー情報が会員に提供できて
いる。
(2) 規定審議会の内容がタイムリーに紹介され、クラブ細則に反
映できた。

(1) 家族会・親睦会
①新年度家族会 ７月１７日実施
②日帰り親睦家族例会 ９月１日実施
「霧島日帰りバス旅行 ぶどう狩りとバーベキュー」
③ 親睦バーベキュー 内田会長宅 １０月２７日実施
④年忘れボウリング大会・懇親会 １２月１５日予定
⑤年忘れ ･ クリスマス家族会 １２月１８日予定
⑥慶祝会の実施 6 月予定
(2) 新会員歓迎会
①出先教明 会員 ７月１７日実施
②矢野敬之 会員 １１月２７日実施
(3) 結婚記念日 誕生日祝の実施
(4) 受付

担当委員、委員の積極的な活動により委員会のスムーズな運営が
出来ています。感謝を申し上げます。後半も宜しくお願い致します。
●松本一也 会員増強委員長
委員 ( 会員増強担当 ) 小畑成司

白木誠一

1 活動方針
地区方針
会員とクラブの特徴を活かした増強を目指し、柔軟に対応していく
クラブ方針
会員数の維持・増加は、クラブ存続の根幹であり、これを最

多くの担当で明るく実施できている。来訪者の案内もスムー
ズにできている。
(5) スマイル
会員の理解を得ながら楽しい紹介ができている。

優先事項として実行する。
２．出席・プログラム 担当委員 松岡泰光 会員
活動方針
(1) 出席
本クラブ例会への出席を本旨とし、もし諸般の事情で出席出来
ない場合は、他クラブ例会その他奉仕活動（伝承遊び・ローター
アクト例会等）への出席によるメークアップを促し、１００％出

2 実施計画
1) 新入会員の獲得を、真伨に実行に移す為に、会員に毎月一回勧
誘予定者のプロフィールを、委員会に提出してもらう。
2) 前項の勧誘予定者に対する、アプローチの方法・成果を、毎月
一回報告をしてもらい、他の会員も積極的にアドバイス等の協
力をする。
3) 紹介者から勧誘予定者に、アポを取ってもらい、会員増強委員
会のメンバーからも、勧誘活動をする。

席を目標とする。
また E メ = クアップの実践を卓話にて取り上げる。
出席報告については、全委員が分担して行う。
(2) プログラム
前年度のプログラムを参考に、魅力ある卓話を実施する。
前述の E メークアップの実践を卓話にて取り上げる。

4) 以上の方法を持って、一年間に 5 名以上の新入会員の獲得を
目指す。
3 実施計画の進展

実施状況
(1) 出席
ＬＩＮＥによるメークアップ情報の発信
e クラブメ−クアップの手順紹介作成 9 月 18 日 （クラブの
ホームページに掲載）
(2) プログラム
外部卓話、新入会員卓話とスムーズな運営ができている。
３．会報・雑誌

担当委員

沼田敏雄

会員

活動方針
ロータリーの友の記事紹介
実施状況
(1) ポイントを絞ったロータリーの友の紹介ができている。
(2) 原稿提出のご協力もあり写真を多く使用した会報づくりがで
きている。
(3) スマイルＢＯＸ提供者の顔写真撮影により例会を明るい雰囲
気にしておりスマイル促進にも繋がっている。
４．ロータリー情報 担当委員 鈴木義親 会員
活動方針
2016 年の規定審議会においては例会開催、回数、出席について
柔軟な対応が採れるようになったが 2019 年の審議会においても
穏やかなる柔軟性を持つ決議改正等の方向性が打ち出されまし
た。クラブとしても国際ロータリーの柔軟な方向性について検討、
周知を図る必要が出てきました。

1、2 については、一人だけ報告が有ったが、私の働きかけの不
足により低調であった。
3 については、会長、幹事の面談の後ではあったが、もう一押し
と思い、面談の機会を作ってもらいましたが、まじめな方で、
今は仕事が忙しく時間が取れない、入会したら欠席はしたくな
いので、しばらく考えさせて下さい。とのことでした。
まだ他に、1 名、働き掛けている人はいるそうなので、面談の
機会を作ってもらいたいと思っています。
4 志賀会員と宮川会員の推薦で、矢野会員に入会して頂き大変喜
んでいた矢先に、小松野会員が退会されたので残念ですが、会
員の増員はありません。
このままだと、目標には程遠いので頑張ります。
●福井

学

公共イメージ委員長

1. 半期の進捗状況
①広報活動 ( クラブ内外への情報発信 )
熊本東南 RC の HP に毎週例会の会報掲載
( 永野会員より )
②奉仕活動について
8/6 慈愛園のサマーキャンプ : 台風の為、中止
9/7 伝承遊び : 地区 HP にアップ済 ( 松岡会員より )、
熊日新聞に掲載 ( 内田会長より )
11/24 ポリオ根絶募金活動 : 地区 HP にアップ済
ロータリーの友に投稿済

−３−

会員増強、出席率 UP、奉仕活動、親睦活動など
（その年度の会長活動方針の参考にしてもらう）

2 今後の予定等
①クラブ行事としては、家族会、慶祝会
②親睦行事としては、ボーリング大会、餅つき
③奉仕活動としては、児童養護施設への自転車購入支援寄付
(1 月〜 2 月頃予定 )

⑵年間 4 回以上（炉辺会合を含む）委員会を開催する。
⑶クラブフォーラムで Joyful and Good plus EXCITING
なクラブにするにはどうしたらよいか、会員から意見をもらう。

※各担当者にて訪問先の施設での写真撮影要 !
3. 反省として
実施計画に掲げました
①マスコミに対する取材依頼促進
②地区 WEB サイト等の活用

⑷当クラブの創立 40 周年記念式典、行事について検討をする。
⑸熊本東南ロータリークラブの歌 “Joyful

Good ”・

“未

来 ” を第 1 週例会で唱和する。

③ロータリーの友の活用促進
以上を踏まえて、クラブ内外への「広報力」強化を目標にしてき
ましたが、マスコミ等に対する取材依頼を含めて PR 不足だった
点と各委員会との連携不足を反省します。
4. 今後の実施計画として
クラブのイメージ向上に重点をおき、クラブ内外への情報発信に
力を入れて最終目標としての会員増強に繋がる広報活動にしてい
きたいと想います。
●山田公也

and

ロータリー財団委員長

｛上期委員会活動報告｝
＊委員会開催
第1回
6 月 12 日 瑞恵
新旧長期戦略委員会
・会員増強・出席率向上・例会活性化・奉仕活動・親睦活動
・姉妹クラブとの交流、共同奉仕など意見を出し合った
第 2 回 10 月 23 日 九曜庵
規定審議会に関する件
・規定審議会報告会 10 月 6 日 ホルトホール大分を踏ま
えて我がクラブの定款細則をどうするか検討し、理事会
に提出 ( 佐野会員のご尽力によるもの )
＊当クラブの創立 40 周年についての検討
9 月 18 日〜 19 日
和歌山東南 RC 訪問
（和歌山東南 RC50 周年・2021 年 4 月、三重県など参考）

●白石

繁

奉仕プロジェクト委員長
＊熊本東南ロータリークラブの歌 “Joyful and
を第 1 週例会にて交互に唱和している。

●松本

繁

Good”・“ 未 来 ”

長期戦略委員長

■点鐘
編集者

沼田敏雄

2019~2020 年度
長期戦略委員長 松本 繁
副委員長 永野昭一
委員 白石 繁、内田信行、松本一也、吉田嘉昭、中島祐爾
（必要に応じて、オブザーバー出席を要請する）

■今後の予定

１．活動方針

01 月 07（火）

私たち熊本東南ロータリークラブは、“Joyful and Good
楽しい
良い
Plus EXCITING” なクラブを目指します。
心がワクワクする

熊本市域ＲＣ新春合

熊本県

ＡＮＡクラウンプラザホテル熊

同例会

熊本市

本ニュースカイ（29 名）

01 月
01 月 25（土） 職業奉仕セミナー
八代北ＲＣ
02 月 01（土） 創立 50 周年記念式

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。

典・祝賀会
熊本江南ＲＣ

02 月

２．実施計画
⑴中期 3 ヶ年 (2019 年 7 月 ~2022 年 6 月 ) 計画書 ( 案 ) を策定する。

−４−

02 月 08（土

創立 50 周年記念式
典・祝賀会

大分県
大分市
熊本県
八代市

ホルトホール大分

八代ホワイトパレス

熊本県

ニューオータニホテルズ

熊本市

ザ・ニューホテル熊本

