
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

点鐘 

合唱       手に手つないで 

 

ビジター紹介       

◎都城            なし 

◎都城北          樋口 正義 様 

◎都城中央        なし 

 

ゲスト紹介    なし 

  

□会長の時間       大峯 学 

本年度初めての例会にあたり、たくさんのニコニ

コと励ましの言葉を頂き、まことに有難うございま

す。 

 そして、ガバナー公式訪問例会の於きましても、

多数出席頂き、滞りない進行の、皆様の御協力誠に

有難うございました。重ねて御礼申し上げます。 

 さて、公式訪問での、例会前の山下ガバナーや深

尾地区幹事、須田地区財務委員長を交えました懇談

会での内容を少しお話し致します。 

 その前に、４年前の当クラブ会員への “本音ア

ンケート”で、ＲＣへの入会動機での最も関心ある

のは、■ 経営等の情報交換 ■ 人脈つくり の順

でした。ですから、何か会員の為になる他のＲＣの

講演会やセミナー等で経営手法関係の資料等はあ

りませんか？と尋ねましたところ、①ロータリー文

庫にアクセスしてダウンロードも可能です。自由に

お使い下さい。②鹿児島西ＲＣでは、会員全員に『ド

ラッカー』の本を配布して、研修会を行っています

―とのこと。※なんでここで“ドラッカーなの？”

疑問？ ＲＣと経営学者ドラッカー？ 

 少し話がそれますが、私事ですが、入会当時を思

い出して話をさせて頂きます。１５年程前、ある会

場で、岡崎会員に勧められて、当ＲＣに入会致しま

した。ＲＣの知識も何ひとつないままの入会です。

経営者の集まりとは聞いていましたが・・・・・。

 小さい会社でも、経営を任されている身ですか

ら、会社発展の為の情報が欲しいし、人脈も広げた

い。と考えての入会でした。 

 それから数ヶ月後、岡崎会員からテープを数個頂

きました。「経営の参考になるテープだから聴いて

みなさい。」と。この時、私は、本当にＲＣに入っ

てよかったーと嬉しく感激したのを覚えておりま

す。 

 さて、話を元に戻します。ロータリー文庫にアク

セスすると、前出の『ドラッカー』をテーマにした

記念講演等の内容が目に止まります。 

 ここで注目したいのが、鹿児島西ＲＣも研修とし

て取り上げてる『経営学者ドラッカー』に学ぶ姿勢

です。 

ＲＩ第２７１０地区の田村パストガバナーは『国

際ロータリーの考え方』の中で、現在マネジメント

の考え方と手法を提唱して反響を呼んでいるピー

タードラッカーが指摘していることは、ＲＩが掲げ

ているＤＬＰ・ＣＬＰ、 戦略計画のような“マー

ケティング”を伴った“イノベーション”であり、

効果的なクラブを目標にしてＲＣの充実を達成し

ようとすることは、ＲＩの組織を磐石なものにする

ことにほかなりません。―しかも、この考え方や手

法は“私たちの職場”においても有効です。 

 ロータリーは人生の道場であるとか研究室の実

験であるといわれるように、私たちが自信を持って

生きていく能力を育成する機関であると思います。

―と述べておられます。 

 私は、ＲＣが他の奉仕団体との違いは此処にある

と考えます。少し長くなりましたが、大変解り易い

文章で感激しましたので、引用させて頂きました。

 先日、私の従兄弟たちが遊びに来ました。私の机

の上を見て「ワー、叔父さんは少女漫画を読んでい

ると大声で騒ぎ出しました。」―そうです。少し恥

ずかしいのですが、今、少女コミック“もしドラ”

２冊を“まじめに”読んでいます。『もし高校野球 

の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメン

ト」を読んだら』です。 

世界で一番読まれているまた読み続けられてい 

週報 第1764回 平成24年7月18日 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

る経営書“ドラッカーのマネジメント”。 

 この書の中で最も重要な考え方、真のマーケテ

ィングは顧客からスタートすること。 

 顧客が価値ありとし、必要とし、求めている満

足がこれである。 

 “あなたもロータリークラブに入りませんか。”

の作成に、ドラッカー教授が何かを示しているよ

うな気がします。 

□幹事報告           髙橋 五男 
○ 都城中央ＲＣ… 

＊例会時間場所変更 7/19（木）18:30～  

オーバルカレッジ   納涼例会のため  

○ 2011-12 年度 長峯ガバナー   

地区大会実行委員会 …地区大会記録誌送付 

のご案内  記録誌・ＣＤ クラブ５部 

記念公演「生きるってすごい」ＤＶＤ   

クラブ１部 

○ガバナー事務局… 

＊青少年交換オリエンテーションご案内 

   24.8.26（日）  10:30～   

鹿児島市民文化ホール 

  ＊お盆のため休日  ８／１３～１５日  

□クラブ報告事項                

○ 本日 7/17（火）例会終了後  監査   

○ 納涼例会のご案内   ＦＡＸにて本日送付 

 

□出席報告 
会員数      ４７名 

出免数       7 名 

出席数      3２名 

出席率 80.00％ 

前々回修正出席率 ７/４ 90.24％ 

前回修正出席率 7/６   87.81% 

届出有 木佐貫  草水 鳥集 萩原  林 

徳重 山下 

届出無 福本 柳   

ＭＵ有会員 
７/６    

ガバナー公式訪問 

クラブフォーラム 

 

 

 

 

 

７／１０     都城北 

 

 

７／１３      都城 

 

井福 岩橋 上田  大峯 小田  

小俵 小坂  岡崎 鎌田（継） 

鎌田（博） 木佐貫  河野 最勝寺 

高橋 天水 徳重 外山 鳥集  

長友 中村（七） 中村（静） 

萩原  平川 福本 藤岡 福永 

船木 丸山 前田 柳 吉原 吉元

 

林  棈松 中村（静） 高辺 草水 

萩原 

 

吉田   

 

ＭＵ無会員 

７/４ 

盛田 永野  中山  

要ＭＵ会員 

７/６ 

盛田 山下  脇丸 中山 永野 

□委員会報告 

 

 

 

 

 

       １７ヶ年   小田 賢一 会員 

 

 

 

□本日のプログラム 

  別紙に掲載しております。 

 

□ＳAA 報告      前田 吉基 

◎ニコニコ箱◎ 
小田 賢一･･･早いもので１７回目の皆勤賞をいただ 
             きました。クラブの皆様に感謝です！ 
 
◎ロータリー財団◎  最勝寺俊昌 ・ 河中  功  

三坂 昭一 
 
◎米山記念奨学会◎     河中  功 
 
◎教育振興基金◎       最勝寺俊昌 

 
◎今後のプログラム 
８／１        納涼例会    中山荘 
              例会 18:30～    懇親会   19:00～ 
８／８        IA 年次大会 報告 
 7/18 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 2,000 51,000
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 2,660 7,129
ﾛｰﾀﾘｰ 財団 32,000 72,000
米山奨学会 10,000 51,000
教育振興基金 10,000 50,000

 
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    

フェローシップ委員会 

丸山 照明 委員長より 

『８／１納涼例会の出席を早目にお願いします！



 

  

 

 

 

 

クラブ奉仕                    会員増強・選考・分類委員会     雑誌会報・インターネット・ 

髙橋 五男 幹事                 船木 修一 委員長       広報委員会  平川 靖三 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 
フェローシップ委員会          プログラム・出席委員会          ロータリー情報・健康管理・ 

丸山 照明 委員長             外山 俊明 幹事エレクト     友愛委員会 小俵 武 直前会長 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

職業奉仕委員会                教育振興基金 

    吉原 信幸 委員長             藤岡 成学 委員長 
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本年度初めての例会にあたり、たくさんのニコニコと励ましの言葉を頂き、まことに有難うご

ざいます。 

 そして、ガバナー公式訪問例会の於きましても、多数出席頂き、滞りない進行の、皆様の御

協力誠に有難うございました。重ねて御礼申し上げます。 

 さて、公式訪問での、例会前の山下ガバナーや深尾地区幹事、須田地区財務委員長を交えま

した懇談会での内容を少しお話し致します。 

 その前に、４年前の当クラブ会員への “本音アンケート”で、ＲＣへの入会動機での最も

関心あるのは、■ 経営等の情報交換 ■ 人脈つくり の順でした。ですから、何か会員の為

になる他のＲＣの講演会やセミナー等で経営手法関係の資料等はありませんか？と尋ねまし

たところ、①ロータリー文庫にアクセスしてダウンロードも可能です。自由にお使い下さい。

②鹿児島西ＲＣでは、会員全員に『ドラッカー』の本を配布して、研修会を行っています―と

のこと。※なんでここで“ドラッカーなの？”疑問？ ＲＣと経営学者ドラッカー？ 

  少し話がそれますが、私事ですが、入会当時を思い出して話をさせて頂きます。１５年程

前、ある会場で、岡崎会員に勧められて、当ＲＣに入会致しました。ＲＣの知識も何ひとつな

いままの入会です。経営者の集まりとは聞いていましたが・・・・・。 

 小さい会社でも、経営を任されている身ですから、会社発展の為の情報が欲しいし、人脈も

広げたい。と考えての入会でした。 

 それから数ヶ月後、岡崎会員からテープを数個頂きました。「経営の参考になるテープだか

ら聴いてみなさい。」と。この時、私は、本当にＲＣに入ってよかったーと嬉しく感激したの

を覚えております。 

 さて、話を元に戻します。ロータリー文庫にアクセスすると、前出の『ドラッカー』をテー

マにした記念講演等の内容が目に止まります。 

 ここで注目したいのが、鹿児島西ＲＣも研修として取り上げてる『経営学者ドラッカー』に

学ぶ姿勢です。 

ＲＩ第２７１０地区の田村パストガバナーは『国際ロータリーの考え方』の中で、現在マネ

ジメントの考え方と手法を提唱して反響を呼んでいるピータードラッカーが指摘しているこ

とは、ＲＩが掲げているＤＬＰ・ＣＬＰ、 戦略計画のような“マーケティング”を伴った“イ

ノベーション”であり、効果的なクラブを目標にしてＲＣの充実を達成しようとすることは、

ＲＩの組織を磐石なものにすることにほかなりません。―しかも、この考え方や手法は“私た

ちの職場”においても有効です。 

 ロータリーは人生の道場であるとか研究室の実験であるといわれるように、私たちが自信を

持って生きていく能力を育成する機関であると思います。―と述べておられます。 

 私は、ＲＣが他の奉仕団体との違いは此処にあると考えます。少し長くなりましたが、大変

解り易い文章で感激しましたので、引用させて頂きました。 

 先日、私の従兄弟たちが遊びに来ました。私の机の上を見て「ワー、叔父さんは少女漫画を

読んでいると大声で騒ぎ出しました。」―そうです。少し恥ずかしいのですが、今、少女コミ

ック“もしドラ”２冊を“まじめに”読んでいます。『もし高校野球の女子マネージャーがド

ラッカーの「マネジメント」を読んだら』です。 

 世界で一番読まれているまた読み続けられている経営書“ドラッカーのマネジメント”。 

 この書の中で最も重要な考え方、真のマーケティングは顧客からスタートすること。 

 顧客が価値ありとし、必要とし、求めている満足がこれである。 

 “あなたもロータリークラブに入りませんか。”の作成に、ドラッカー教授が何かを示して

いるような気がします。 

 

 

 

 


