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第９４０回例会 平成 21 年 7 月 16 日(木) 
◎本日の例会プログラム 2009～2010 年度 活動方針発表 クラブ管理運営委員会、会員増強、退会防止委員会 

奉仕プロジェクト委員会、ロータリー財団委員会 

◎次回例会プログラム   出向者報告 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

前回（第 939 回例会）の記録  平成 21 年 7 月 9 日(木) 12：30～  

 

■ ビジター   

（中津ＲＣ） 瀧 満会長、木村通幹事  

（中津中央ＲＣ）上野紘正会長、水島義忠幹事 

■ 出席報告                    

 会 員 数        28 名  

 免除者数        0 名        

 対象者数        28 名                

 本日出席者      22 名    

 欠席者数         7 名               

出 席 率 75.00%    

■前々回出席報告の修正                  

前々回欠席者     5 名 

メイクアップ        0 名 

欠 席 者         5 名 

修正出席率 83.33% → 83.33% 

 

●メイクアップ 

 なし 

●欠席者  

 土居、松本、出口、向笠、長野（修） 

 

◎ ロータリーソング  我らの生業 

 

◎ 会長の時間     江渕会長  
今週は、小野幹事と、中津中央ＲＣ・中津ＲＣ・市長室・各新

聞支社に挨拶回りをして来ました。久し振りに他の例会場に

行きましたが、メーキャップをする時と違い、色々な面で参考

になりました。又、緊張もしました。 

それから、新入会員の山口晃人さんより、退会届が出ていま

す。引き止めるための説得も試みましたが、退会するという

本人の意志が固く、残念ですが、引き止めることが出来ませ

んでした。今日は、私の仕事に関係しますが、政府が景気対

策の一環として、6 月より「長期優良住宅」で家を建てられると、

割高にはなりますが、減税処置が受けられるようになりました。

登録免許税・不動産取得税・固定資産税・住宅ローン減税・

投資減税フラット 35Ｓ等です。 

中津市は、山国川流域の中津材の需要拡大を図ることが第

一と考え、木材を大量に使用する木造住宅を「地材地建」で

建設する取り組みを促進する中津産材利用住宅促進緊急対

策事業を創設したそうです。新築木造住宅への新規補助事 

業の説明会を開くとのことです。具体的には、中津市産材を

使用し、市内に木造住宅新築の施主に対しまして、木材使用

量に応じて最高７０万円を限度に補助金の支給を行うそうで

す。建築を考えられておられるなら、今が、チャンスかも知れ

ません。 

例会の後、説明会がありますので、それに行って来ます。こ

れで、会長の時間を終わります。 

◎幹事報告 小野幹事 

●例会変更 杵築 RC 、豊後高田 RC 

●週報受理 宇佐 RC、豊後高田ＲＣ 

●週報お礼 壽崎パストガバナー 

●幹事報告 

中津ライオンズクラブより就任の挨拶 

例会終了後、理事役員会を開催いたします。 

米山記念奨学会より新 DVD のご紹介 

8 月第一例会は納涼例会です。 

早退時は必ず SAA に連絡して下さい。 

 

◎委員会報告 

●出席委員会 

前年度 100％出席者 

岩渕、加来、辛嶋、熊谷、永松、二反田、岡野 

若松、矢頭、大和、梶原 計 11 名 

＊ 図書カードを記念品として皆さんへ 

贈呈しましたが好意で清浄園へ寄付されました。 

●親睦委員会 

8 月 6 日は納涼例会です。 

場所は嘉乃、18：30～ 会費：3000 円

 



◎ご挨拶 
中津 RC 瀧 満会長 

こんにちは。中津 RC の瀧です。 

一年間宜しくお願いいたします。 

会社は建設業で中殿町にあります。 

R 歴は 1999 年入会で 11 年目になります。昨年度で当クラブ

と平成クラブの事務局が同じ部屋になりましたので積極的に

活用したいと考えています。今年はアクティブに活動をしたい

と思っています。 

一年間宜しくお願いいたします。 

 

中津中央 RC 上野紘正会長 

こんにちは。中央 RC の会長の上野です。 

会社は上如水で広告代理店を経営しています。 

R 歴は 14 年です。 

今期、中央クラブは創立 35 周年を迎えます。皆様の御協力

をお願いいたします。 

 

◎ニコニコボックス  
 

担当：会員増強、退会防止委員会 2 回目 

 

・瀧中津 RC 会長 

江渕会長、小野幹事一年間宜しくお願いいたします。 

他の RC に行くと参考になる事が多いです。 

・上野中津中央 RC 会長 

週報を私が製作しているのでメーキャップの機会が少ないの

で本日出席出来て良かったです。 

江渕会長 

瀧会長、上野会長、今日は有難うございます。 

1 年間宜しくお願いいたします。 

・小野幹事 

中津 RC,中津平成 RC に挨拶に行かせて頂きました。 

同じ場所で 3 回食事をしました。 

・加来会員 

中津 RC,中津平成 RC の両クラブの皆様には、昨年 1 年間お

世話になりました。 

・矢頭会員 

中津 RC,中津平成 RC の両クラブの皆様には、昨年 1 年間お

世話になりました。 

瀧会長とは JC 時代からお世話になっています。 

・出納会員 

図書カードのプレゼント有難うございます。 

・青木会員 

中津祇園が始まりました。 

 

◎2009～2010 年度 活動方針発表 
 

・会員増強、退会防止委員会 梶屋委員長 

今年は CLP 採用の最初の年度であります。 

まだまだ浸透しているわけではありません。 

浸透し慣れる事が第一であります。会員増強担当、出席奨励

担当、職業分類担当と 3 分野担当しなくてはなりません。 

また会員数も少数であります。まず第一は会員増強であり、

次に退会防止です。そして最後に例会に楽しく出席できるよう

にしていくことです。前年は創立20周年で会員増強に励み28

名になりました。 

さらに増強に努力し実質増強に励みます。 

 

1、会員増強の奨励・推進。 会長の方針通り純増 3 名 

2、出席奨励・出席報告の厳守 

3、新入会員の職業分類・選考の実施と空白分類の充填奨励 

 

・クラブ広報委員会 岩渕委員長 

クラブ広報委員会は、ロータリーに関する情報を一般の人々

に提供し、クラブの奉仕プロジェクトや活動を広報する計画を

立て、この計画を実施するものであります。 

 

この中で当委員会には R 情報、IT 広報、そして会報という 

三つの担当がありそれぞれに各小委員長として担当を決め

させて頂きました。 

 

R 情報は若松小委員長を責任者として、前年度に入会した 

会員と 3 年未満の会員を対象にした勉強会を開催したいと思

います。 

 

IT 広報は二反田小委員長を責任者として当クラブのホーム

ページの更なる充実及びクラブの活動をクラブ会員、メディア 

一般の人々に知ってもらう広報活動を行いたいと思います。 

 

会報担当は田原小委員長を責任者として今年度は週報を印

刷会社でなく自家製の週報にしたいと思います。 

今年は CLP 移行後、初めてなので手探りの委員会活動です

が全員で 1 年間の活動を行いたいと思います。 

 

ＳＡＡ 加来 敏男 

 

 ロータリー活動の基本である毎週の例会が充実するように

以下の項目を守り、有意義な時間が過ごせるように努力しま

す。 

 

１、例会中は引き続き禁煙とする 

２、例会時の服装はネクタイ・上着を着用のこと。 

ただし、職業上 の制服は良しとする。 

６月から９月は夏期のクールビズ期間として 

ネクタイ・上着は着用しなくても良いがロータリアン 

  として恥ずかしくない服装をすること。 

３、会長の時間や卓話中の私語は謹むこと。 

４、ゲスト、ビジターをこころから歓迎する。 

５、食事中にＢＧＭを流す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(文責：田原) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

『THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS ロータリーの未来はあなたの手の中に』 


