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第986回例会

平成22年７月15日（木）

◉本日の例会プログラム 2010〜2011年度 活動方針発表
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」地区管理運営大委員会

辛嶋委員長

前回
（985回例会）
の記録
平成22年７月８日（木）
■ゲスト
なし

■出席報告
会 員 数 25名
免 除 者 数 ０名
対 象 者 数 25名
本日出席者 19名
欠 席 者 数 ６名
出 席 率 76.00%

■ビジター
中津RC
安藤元博会長
鎌田久雄幹事

◎ロータリーソング

奉仕の理想

◎会長の時間
会長 青木秀暢
今年の梅雨は例年にも増して、雨の日が続きますが、いささか
雨にも厭きたような気がします。それに加えて景気は悪いし、全く
最近はいい事はないと思っていましたが、スポーツ界の方では勇気
の出る事もありました。ワールドカップのサッカーが世界ベスト16
に入り、大変感動と勇気を貰ったような気がします。
次に報告を１つ、６日と７日に中津RC・中津中央RCの例会にご
挨拶に行って参りました。双方とも非常に雰囲気が良く歴史の重み
も感じる例会でありました。
他クラブの例会に行きますと少しずつですが、会長としての自覚
が芽生えてくるような感じがしてまいります。まだまだいろんな事で
うっかり会長で有る事を忘れるような事が有りますが、徐々に慣れ
てくるのではと思っています。
例会場での名前の呼び方について、どのように呼べば良いのか
分からないので、クラブの会長経験者の人に相談をしたところ数十
年前に発表しているので、調べろと言われ調べた所、記録が週報
の中に有りました。２代会長で安東さんが123回例会で申していま
した。それを紹介し実行したいと思います。
例会場でのロータリーアン同志の呼び方は「さん」に統一したい
と発表していました。私もそれを実行したいと思います。

■前々回出席報告の修正
前々回欠席者
２名
メイクアップ
２名
欠
席
者
０名
修正出席率 92.00%→

100.00%

●メイクアップ
熊谷、加来（中津中央RC）

●欠席者
なし
◎幹事報告
幹事 土居孝信
●例会変更 大分RC、大分東RC、大分1985RC、別府RC、別府
北RC、別府東RC、別府中央RC
●週報受理 湯布院RC
●報告事項
・口蹄疫被害救済支援金のお願い
・中津商工会議所より「商工会議所ニュース」
・中津沖代LCより「30周年記念のご案内」
・中津LC会長より就任の挨拶状
◎例会の食事メニュー
オムライスのビーフカレー添え
◎委員会報告
・会計担当 永松（浩）会員
７〜９月会費 7/27（火）引き落
としです。
◎その他報告事項
中津RC会長幹事挨拶 安藤会長
みなさんこんにちは。昨日の当クラブ例会より私
の会長任務がスタートしました。今期R I会長テーマ
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が「地域を育み、大陸をつなぐ」、地区ガバナーテーマが「原点を
見つめて、未来を拓く」です。私の今期テーマはこの両方の頭とお
尻をくっ付けて「地域を育み未来をつなぐ」としました。中津に三
つのロータリークラブがございますが、それぞれが特質を活かしつ
つ、地域を大事にしながら共にロータリーを押し上げていく、それ
が会員拡大にもつながっていくものと思います。３クラブ仲良く、楽
しく、そして共に協力しつつ会員増強に努めていきましょう。よろし
くお願いいたします。
鎌田幹事
こんにちは。私は入会して12年になりますが、
今回幹事を引き受け、ロータリーにおいてまだ知ら
ないことがたくさんあることに驚きました。中津平
成RCの青木会長、土居幹事、そして会員の皆様方、
今期どうぞよろしくお願いいたします。
◎ニコニコボックス
担当：会員増強委員会
○中津RC 安藤会長（青木会長より紹介）
安藤会長よりニコニコを頂いております。ありがとうございます。
○永松（達）会員
中津クラブ 安藤会長、鎌田幹事、大変ご苦労様です。
○辛嶋会員
中津クラブの安藤会長、鎌田幹事のご就任をお祝い申し上げま
す。
○若松会員
青木年度、一年間よろしくお願いします。７月22日の例会プロ
グラムは、正しくは「地区管理運営大委員会 辛嶋委員長」の表示
です。
○中津RC 鎌田幹事
平成の皆様にはゴルフや仕事を通じてお世話になっております。
先月29日に日田で大分第一分区の幹事会がありまして、土居幹
事にお世話になりました。ここでお礼かたがたニコニコします。
○渡邉会員
たくさんのニコニコありがとうございました。
◎会員卓話
●Ｓ・Ａ・Ａ 委員長 江渕一秀
ロータリー活動の基本である例会が、活発で充実した時間が過
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・上着を着用する。但し、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。
３．会長の時間や卓話中の私語は慎む。
４．ゲスト、ビジターを歓迎する。
５．食事中にBGMを流す。
●会員増強委員会 委員長 永松達彦
今年度会員の増強５名を目標に掲げておりますので、会員一丸と
なって努力してほしい。その為には、会員の退会防止に努めなけれ
ばならない。20周年の時には31名の会員だったが、ベテラン会員
の退会が相次いだ。ベテラン会員の退会は絶対にしないでもらい
たい。
７月24日地区の会員増強セミナーに会長、幹事、出納会員と参
加をします。８月５日会員増強と退会防止についてのクラブフォー
ラムを致します。皆さんのご協力をお願いいたしたいと思います。
●クラブ広報委員会 委員長 大和裕武
クラブ広報委員長を務めさせて頂く大和でございます。今年は
予算管理を初めとした裏方で委員会をお世話したいと思っています。
まずは担当を紹介します。担当と言ってもその方だけがするので
はなくその方が中心となって全員で分担してやるという予定です。
英語が堪能な加来さんにはロータリー情報を担当して頂きます。
青木会長からは新人向けに「メイクアップ」の仕方等の初歩講座を
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さらに依頼されています。
紛らわしいので大御所の永松さんをT永松さん、若い永松浩さ
んをH永松さんと呼ばせて頂きますが、IT広報担当をH永松さん
に担当いただきます。ホームページを会員にとっては役立つ物に、
一般の人には面白い内容にして頂きたいと思っております。H永松
さんには早速、地区のホームページへの情報提供では資料を作成
して頂きました。地区のホームページに当クラブの情報が記載され
ています。一度ご覧ください。幸先よい滑り出しだと思っております。
会報担当は二反田さんが担当になります。会報を担当された経
験がありますのでサンフラワー並みの大船に乗った気分でいます。
早速、第一号の週報がお手元に届いていると思います。いかが
でしょうか？一つだけ大きく違っている所があります。お気づきで
しょうか？料理の名前と写真が入っています。どの雑草にも名前が
あるように例会の食事にも名前があります。実は今回始めて知りま
した。風流な名前が付いております。昨日食べたものを忘れる年
頃になってまいりましたので名前を見ながら先週食べた物を思い出
すという訓練などいかがでしょうか？名前を見ても写真を見ても食
べた記憶が蘇らない場合は、医療機関で検査されるといいのかも
しれません。
梶屋会員と熊谷会員は他の委員会で主たる担当をされてお忙し
いのでなるべく迷惑をかけないように配慮したいと考えています。
しかし、どうしても我々だけでは手が足らない時は声かけしますの
でどうかお助けください。宜しくお願いします。
この委員会の運営方針は要するにコストをかけずにちゃんと週報
を作成し、ロータリーの情報を皆さんに伝えて、インターネットの
ホームページを真面目に更新しますという事です。
以上一言で言ってしまうと終わってしまうのですが、あまりにあっ
けないのでもう少し補足しますと、前任の岩渕前委員長が努力され
て経費削減路線を作られておりますのでそれを踏襲したいと思って
います。
さらに青木会長から「メリハリのある活動をしてくれ」との要望
ですのでコスト削減をさらに推し進め、郵便からメール便への郵送
費の見直し、返事もお礼も返って来ないパストガバナーには週報を
送るのを止める等の見直しによって経費をさらに削減したいと考え
ています。また、会長から社会奉仕プロジェクト委員会と共同で一
般の方に評価して頂ける社会奉仕活動を立案して欲しいとの要請
がありました。
お金をかけないなら何をやるのか？お金が出せないなら何を出す
のか？汗なのか男が出して喜ばれるものか？お金をかけるなら予算
のめどはどうするのか、地区ないし国際RCから資金を取ってくるの
か？誰が取ってくるのか？等いろいろ検討しないといけません。
奉仕プロジェクト委員長の長野委員長、社会奉仕担当の小路会
員と打ち合わせをしないといけませんのでよろしくお願いします。
余談なのですが、バスケットをやっている娘が木曜日の朝決まっ
て「今日はロリータの日だね」とからかいます。娘自身がロータリー
をロリータと読み間違ってから毎週です。残念ながら世の高校生に
とってロータリーの認知度はその程度です。
１年後、尊敬されるという事までは全く期待しませんが、せめて
娘にからかわれないようになる事を目標に広報活動をしていきたい
と思います。以上です。
●クラブ管理運営委員会 委員長 若松定生
会長の本年度基本方針「メリハリのあるクラブ活動」をふまえ、
クラブ役員他と緊密に打合せし、協力しあって全員が楽しめる例会
プログラムの作成を目標にしていきます。
１．スケジュ－ルを担当者が一人で作成すると狭い範囲になりがち
である。そこで、委員が毎月第２例会終了後10分間の予定で集
まって、担当者へ支援と協力助言を行う。
２．クラブ管理運営委員会内部で密接に連絡を取り合い、ロ－タ
リ－の各強化月間には該当委員会へ依頼を必ず行う。
３．ゲスト卓話を増やす事。事後、掲載週報を郵送し、必要であ
れば交通費、謝礼を支払う。他のロ－タリ－クラブでゲスト卓話
を行った方を探して、当クラブへお願いする。
４．会員卓話の比重は担当者に一任する。
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