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点鐘
合唱

配膳の都合上、前列テーブルから詰めて頂きま
君が代 ・ 奉仕の理想
すが、“健康づくり”の為なら、決していとわ
ないとおっしゃって下さい。
ビジター紹介
さて、よく噛むと一度の咀嚼で３０回以上噛
◎都城
なし
むとどのような効果があるのでしょう。全国の
◎都城北
樋口 正義 氏
歯科医師会等や大学、研究機関が発表している
◎都城中央
なし
内容をみますと、その効果の多さに改めて驚き
ます。
ゲスト紹介
なし
厚生労働省でも、「歯と口の健康と食育―噛ミ
ング３０を目指して」キャンペーンで「噛ミン
グ３０運動」を推奨しています。３０回噛む習
□会長の時間
大峯 学 慣は今からできる健康法です。家庭でも職場で
今日の昼食はいががでしたか。１５分が約３０ もおおいに喧伝してください。健康はすばらし
分になりました。途中でのモグモクやりながら いですね。
の点鐘は仕方ありません。モグモクしながらの
握手も申し訳ございません。しかし、この一年
間この方式にしたいと思っています。
さて、１９７７年当クラブ設立時、３１名から
前年度までの病気による退会者数は１５名死
亡者数は１１名にものぼります。合計２６名の
方々が退会され名簿から消えておられます。健
康であれば現会員数は７６名を超える大所帯
のクラブです。賑やかなことでしょう。
“食”は健康の基本であることは常識です。で
も、体にいい物を食べるだけで健康は築けませ
ん。それ以上に、よく噛むことが健康つくりへ
の基本中の基本です。当年度は、本日のこの会
場の会員の皆さんが、決して１人として病気に
ならない快適な体調で楽しく毎週の例会に出
席されます様願っております。そして時間をか
けて美味しい中山荘の料理をじっくりかみ締
めながら笑顔で“懇親会食”して頂きたいので
す。

□幹事報告

髙橋 五男

○ 都城北ＲＣ…
＊例会日時間変更 7/10（火）→ 7/7（土）
12:30～ ロイヤル
山下皓三ガバナー公式訪問 例会
○ 都城中央ＲＣ…
＊例会日時間変更 7/5（木）→ 7/7（土）
18:30～
中山荘
山下皓三ガバナー公式訪問 例会
○ ガバナー事務所…小俵
武直前会長
ポールハリスフェロー賞
ピン・盾
○ 山下ガバナー事務所…ガバナー月信 ７月号
○ ロータリーの友 ７月号
○ 都城市人権啓発推進協議会…
平成２４年度都城市人権啓発推進協議会全体会
のご案内
24.7.26（木） 都城市中央公民館
13:30～15:00
○ 鷹尾地区商工振興会…第２８回 たかお夏まつ
りの案内 24.7/28（土）午後６時から
都城駐屯地

□委員会報告

棈松 豊治 会員 ・外山 俊明
◆ご欠席

幹事エレクト

脇丸 孝和 会員

□クラブ報告事項
○ 都城西ＲＣ…
＊例会日時間変更 7/11（水）→ 7/6（金）
18:00～ 中山荘
山下皓三ガバナー公式訪問 例会

小俵 武

直前会長

□本日のプログラム
別紙に掲載しております。

□出席報告
会員数
出免数

４７名
６名

出席数
出席率

35 名
85.37％

前々回修正出席率
前回修正出席率

別紙に掲載しております。

97.67%

中村（静）中村（七） 中山

◎今後のプログラム
７／１８
各委員会事業計画発表 ①
７／２５
各委員会事業計画発表 ②
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６/19

都城北

なし
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永野
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米山奨学会

ＭＵ無会員
６/２０
要ＭＵ会員
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池田

前田 吉基

93.02％

6/20
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盛田 脇丸 永野

届出有
届出無
ＭＵ有会員

□ＳAA 報告

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

盛田

船木

7/4
40,000

計
40,000

2,733
2,733
32,000
32,000
30,000
30,000
教育振興基金
30,000
30,000
雑誌会報・インターネット・広報委員会
平川 靖三 ・ 吉田
努・棈松 豊治
萩原 和洋 ・ 長友 喜信・岡崎
誠
ロータリー事務局 制作

感謝状 贈呈

□本日のプログラム

本年度当クラブ会長を拝命致しました、大峯学です。何卒宜しくお願い申し上げます。
私達の“憩いの場”であるこのクラブの会員減少に歯止めがかかりません。会長就任冒頭か
ら非常に心を痛めております。
２００８～０９年第３４代中村七郎会長年度に会員増強委員長を命ぜられました。当クラブ
設立の１９７７年は３１名、そして２００４年度は６７名まで増強され、順風満帆の勢いでし
たが、２００７年には５９名、それから４年が過ぎ、先月で５０名を切る会員数になりました。
あれ程勢いがあり華やかだった当クラブが弱体化しようとしております。
私が会長職を拝命する本日、今をして思えば、４年前の会員増強委員長―ここからが出発点
であったのではないかーと考えております。当時の会員増強委員長の事業内容として、会員の
“本音アンケート”調査を行いました。しかしそのあとの何よりも大切な調査の回収結果の分
析と対策検討会を開いて、会員増強マニュアルを作成する計画を蔑ろに致し、手をつけずやり
残してしまいました。単年度事業とはいえ、今では非常に後悔致しております。この問題は放
置しておくとクラブの弱体化に繋がる大問題になると感じていたからです。そしてその事が本
日、現実となって、私達の前に立ちはだかっています。ですから、この年度では当クラブ会員
が一致団結して、相協力して、会員の増強問題解決に取り組まなければなりません。国際ロー
タリークラブの理念である“世界平和達成”の為への超我の奉仕“ロ－タリズム実現の拡大、

浸透の為に、この組織は在る訳ですから、先ずは”会員増強“の任務が存続拡大の為の大使命
ということになります。
会長予定者セミナーの PETS での山下新ガバナーの第一声の中に、
「あ
なたがたは経営者でしょう。どうしてロータリークラブを再生できないのですか。
」
「あなた方
の経営手腕を以ってすればこの状況の改善はできないはずはないでしょう」
。
－この言葉からです。この言葉を聴いて、CLP 等の概念が私なりに把める様になったので
す。それまでは CLP は、リストラクチャー的なものと考えていたからです。しかしそれでは、
会員増強という積極的な目的には結びつかないよナー？漠然とした感じで CLP を理解しよう
としていました。
－そうです。このクラブを、これから一年、一年でいいのです。都城西ロータリークラブ株
式会社とした観点・視点から会員増強に取り組もうではありませんか。会員増強即ちお客様獲
得のことです。自分の会社であれば、お客様の減少は命取りになります。どうして私共の会社
をふりむいて下さらないのですか？ひとりひとりのお客様に尋ねてみたい衝動にかられます。
土下座をしてまでも。それ程真剣になります。これが当クラブの置かれている現状ではありま
せんか。どうして私共のクラブに入会して下さらないのですかーを尋ねてみませんか。しかし、
会員増強・顧客獲得といってもやみくもに従来式の開拓法ではイマの時代に通用しません。先
ず逢ってもらえません。お互い毎日多忙を極めた経営者、トップリーダーですから言葉をにご
されて、気まずい印象のまま断ち切れの場合が
ほとんどでしょう。実際私も何回も経験
致しました。最後には、しつこいとまで言われて悔しい思いをしたこともあります。
今は時代が変わりました。私もとても興味のあるー顧客獲得の手法のひとつとしての勉強と
して“私自身の会社の為”にも真剣に取り組みたいと考えています。これら新しい企画が失敗
に終わるかもしれませんが、やらないよりは何か糸口でも掴めると期待して取り組みたいと考
えます。限られたヒト・モノ・カネ・情報の資産の最大成果をあげる経営手法“選択と集中”
です。このクラブには金はなくても輝かしい棚卸資産―例えば、少年野球大会やインターアク
ト活動があります。これらの資産をひとつのテーマに集中的に投入してキラキラ光る他のどの
組織にも負けない社会奉仕プロジェクトを立ち上げてみませんか。じつは会長エレクト期間中、
住民の方々の社会奉仕活動のニーズの汲みあげに注力して参りました。なかでも住人の方々か
ら、
“バイクの爆音”の苦情の話があり、アンケート調査を試みました結果、８０％の人が不
快な思いをしている状況が解りました。この問題を解決する為に“ストップ！ザ・バイク爆音
―音の暴力“キャンペーンに取り組むことを提案致します。先ずイラストシールを作成して、
会員の方々の会社関係者、友人の方々へ広く周知を図ります。西高校インターアクトクラブ生
の手作り新聞の記事にして頂き、学内のみならず、数年間の当クラブ入会推薦シート名簿の対
象者にも配布して、再度アプローチ致します。これらは、会員増強委員会のことだけではなく
新世代、職業奉仕委員会と協力して取り組まなければなりません。そして会社経営と同様に“結
果が全て”です。
会員の皆さんには、一日３分・会員増強への熱い思いをこめて、このシールを、書中見舞い
状、年賀状、名刺の一隅に貼り付け、ことあるごとに“話題”にして下さい。小さな活動です
が私達の身の回りからはじめましょう。コストは私達自身です。RC 活動を周知のものにして
いき、ロータリー公共ブランドを作り上げでいきましょう。そしてこれらを会員増強につなげ
ましょう。
これで 会長就任挨拶と致します。
以 上

改めまして、皆さんこんにちは。
第 38 代大峯学会長年度の幹事に就任させて頂く事になりました高橋五男です。
2012-2013 年度大峯会長のクラブテーマ <思いやりの心 内へ外へ > のもとに、1 年間
女房役を勤めさせていただきます。
私は、平成 8 年 12 月 25 日に河中功会員の強いお誘いで、園田会長時の年末家族会より入
会致しました。入会後は 1５ヵ年皆勤バッジを頂いています。井福会長年度 SAA、大峯会長
年度幹事、次年度は会長ということへの心の準備が出来つつあります。職務を潤滑に行う為に
も 会員皆様方のご指導ご協力をぜひお願い申し上げます。
還暦をすぎた私ですが、髪の毛に白髪が多くなり頭も薄くなり、今、耳が遠くなり、補聴器
を隠しもっています。そこで、理事、及び委員会の皆様にはご迷惑お掛けしない様に耳をすま
してとも言いますか、連携を密にして本クラブの活動が活発かつスムーズに運営されるよう勤
めます。
会員増強及び、クラブの活性化について、ここ近年会員が入会者より、脱会者の方が多いよ
うです。苦しいとき、思い出しました。昨年 4 月２９日、東北楽天ゴールデンイーグルス嶋 基
宏選手会会長が、東日本震災、被災者へのメッセージとして、クリネックススタジアム宮城球
場の開幕戦で、 ＜ 誰かのために闘う人間は強い ＞
今、この時を乗り越えた、向こう側には強くなった自分と明るい未来が待っています。
絶対に見せましょう、東北の底力を!! の話をされましたように皆さん、私たち都城西ロータ
リークラブ活性化の為にも CLP においても、会員増強を行いましょう。
今、大峯会長には３名、前小俵会長には１名、前鳥集幹事には１名の目標提示をお願いして
あります。会員増強及びクラブの活性化を皆様にもご協力をお願い申し上げます。
都城で１番。やる気を出して。絶対に見せましょう。都城西ロータリークラプの底力。若い
30 代、40 代、人達の入会によって、より活性化したすばらしいクラブ。こんなに楽しいク
ラブになるよう努めていきましょう。
本日は、日本プロ野球選手会、会長、嶋 選手の被災者向けメッセージの一部を引用致しま
した。
幹事として１年間、皆様の役に立つよう、精一杯頑張ります。宜しくお願いいたします。

□SAA 報告
◎ニコニコ箱◎
樋口 正義（都城北ＲＣ）･･･今年もよろしくお願い致します。
高橋 五男･･･幹事として１年間頑張ります。皆様御指導・御協力をお願い申し上げます。
小俵
武･･･昨年度１年間ありがとうございました。大峯年度出港を祝って。
会員皆様協力して頑張りましょう。少々。
徳重会員よりＤＶＤを頂きました。
小俵
武･･･遅くなりました。やっとポール・ハリス・フェロー頂きました。
おめでとう
外山 俊明･･･誕生祝いを頂きました。今月で５０歳になります。
ございます！！
三坂 昭一･･･大峯会長・高橋幹事年度の門出を祝して。
船木 修一･･･新役員の皆様、今年度よろしくお願いします。頑張って下さい。
藤岡 成学･･･大峯会長・高橋幹事年度祝いとして。
おめでとう
河野 一治･･･大峯会長の門出を祝して。
ございます！！
棈松 豊治･･･新年度の会長・幹事・理事の皆さんご苦労様です。
棈松 豊治･･･ロータリーの始まりの日が私の誕生日です。７５歳、後期高齢者です。
おてやわらかにお願いします。
吉元 鉄夫･･･大峯年度のスタートを祝って。
鳥集 寿一･･･徳重さんＤＶＤありがとうございます。大峯・高橋丸の出航を祝って。
河中
功･･･大峯・高橋年度の門出を祝って。
鎌田 博文･･･大峯丸の出航を祝って。
萩原 和洋･･･大峯新年度の輝かしいスタートを祝して。
長友 喜信･･･大峯・高橋年度の出港を祝して。
小田 賢一･･･大峯会長年度のスタートを心よりお祝い申し上げます。
福永
忍･･･大峯・高橋年度の門出を祝して。
最勝寺俊昌･･･大峯年度の活躍を期待します。
柳
顕彰･･･大峯さん がんばって！
井福 博文･･･大峯丸の船出を祝して。
天水 金作･･･大峯年度の船出を祝して。
木佐貫鐵蔵･･･大峯・高橋年度の船出を祝して。
岡崎
誠･･･大峯丸の御出港 心からお祝い申し上げます。理事・役員の皆様の
ご協力をお願いします。
小坂泰一郎･･･大峯会長・高橋幹事・各役員の皆様１年間頑張って下さい。
吉原 信幸･･･大峯会長・高橋幹事・前田 SAA の船出を祝して。
吉田
努･･･船出を祝して。
山下 直哉･･･大峯会長、新役員の方々 １年間よろしくお願い致します。
前田 吉基･･･SAA として１年間頑張ります。皆様よろしくお願いします。
池田誠至朗･･･ニコニコ箱へ
◎ロータリー財団◎
鎌田 博文･･･ロータリー財団へ
徳重 幸男･･･今年度もよろしくお願いします。
永野修一郎･･･ロータリー財団へ
池田誠至朗･･･ロータリー財団へ
◎米山記念奨学会◎
永野修一郎 ・ 徳重 幸男 ・ 池田誠至朗
◎教育振興基金◎
永野修一郎 ・ 徳重 幸男 ・ 池田誠至朗

