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点鐘
合唱

それでこそロータリー

ゲスト及びビジター紹介
ゲスト
なし
オブザーバー
東 淑恵 様
ビジター
◎都城ＲＣ
二見 康之 山下 龍二
◎都城北 RC

なし

◎都城中央ＲＣ

塩屋三智年

□会長の時間

各氏

大峯 学

本日の気分 体調いかがでしょうか？
３０回以上の咀嚼の習慣身につかれました
か？
当事業年度が終ります。会長職のチャンスを
頂き皆さんには ひとり一人 心より御礼申
し上げます。
皆さんの大切な時間と クラブの運営経費
を使わせて頂き乍ら 実績をつくれずーの思
いがよぎっている処です。
一番の心残りは、昨年末 高橋幹事の気配り
で ＬＣを退会されて ＲＣに興味をお持ち
の某会社のトップの方を紹介されました。その
方にＲＣとＬＣとの違いは何か？と尋ねられ
即答できない自分に気付いたのです。－解って
いるつもりが説明できない自分。解り易く端的
に説明できなくて 酒席では違いを伝えられ

ない様な気が致しましたので 後日 説明致
します。で別れてしまいました。
－つまり Ｒの“職業奉仕理念”と“社会奉
仕”との違いということになる訳ですが、 私
の様に１５年間を解らないまま在籍して後悔
しない様に 新入会員の方々にもわかり易く
そして 前述のライオンズの方々にも 一般
の方々にさえも解り易くする事が 職業奉仕
を真に理解することなのであり 会員の拡大
増強の為には 絶対必要であるという 想い
が強くなってきております。
そこで 本日迄に辿り着いた 理解域を記
しておきます。職業奉仕の概念は 幅広く多
様・多面的な把え方が 前提だと考えます。
最も解り易いのは 職業倫理・道徳的な理解
です。しかしそこに止まらず（職業）奉仕する
立場から される立場へ軸足を移して 相互
の効果について考えると 例えば私の話を話
す私と そちらのテーブルで訊く私をイメー
ジします。そちらの私は 私の話の評価をしま
す。内容の説得力等の評価です。鳥集会員、最
勝寺先輩から頂いた評価と指導に感謝致して
おります。有能なお二人の方からの教授は私に
とっては 職業奉仕を受けたということであ
り Ｒソングの向上奉仕の事例に当るものと
受取っております。それだけでは 止まりませ
ん。私は この有難い指導をもとに 私の今ま
でのスピーチ方法をイノベートして 自分の
職場のミーティング等の部下の指導育成に取
り入れる訳です。
若者を育て上げなければ 強力な会社陣容
は絶対つくれません。“早期から人材育成に取
組みなさい”－ 河中・三坂両先輩の言葉です。
強い会社作りを まさに実践されてこられ

た当クラブ会員の経営者の言葉です。
このこと □出席報告
は 新世代活動と重なり合います。
会員数
そうしますと ロータリー綱領に３回も出
て来る“奉仕の理念”とはー地域社会への奉仕
の遂行に伴う技法―即ち このプロセスを職
業奉仕―と表現してもいいのではないか と
思うのです。そう考えますと、社会奉仕とは
会員各自が各々の職業能力技法で奉仕したつ
もりが 心ならずも？見返りに 気が付いて
みたらアーサーＦシェルドンの言葉にある様
に
“Ｈe profits most who serves best”
＝最もよく奉仕するもの 最も多く報いら
れるーの言葉の理解に辿りつくと思うのです。
いかがでしょうか？この例会さえも職業奉仕
を通しての社会奉仕全般のリハーサルのひと
つということになるのではないでしょうか。

出免数

４６名
５名

出席数
出席率

29 名
70.73％

前々回修正出席率
前回修正出席率

届出有
届出無
ＭＵ有会員

6/12
6/19

草水 中山 吉田 中村（七）
中村（静） 柳 脇丸 最勝寺
井福 永野
盛田

都城中央

鳥集

6/22
次期地区 IA 研修会

小坂

6/20

6/23
国際大会（リスボン）

ＭＵ無会員
6/12
要ＭＵ会員
6/19

100％
90.24％

井福
なし

中山

永野 中村（七） 盛田 吉元

□委員会報告
★外山 俊明 幹事エレクト
委員会構成表、年間プログラムについて

□本日のプログラム
□幹事報告

髙橋 五男

○ ガバナー事務所‥ロータリーレート
７月９９円 （*現行 １００円）
*公共イメージ部門・クラブ委員長会議の
ご案内
7/27（土）
13:00 受付 13:30～16:00
メインホテル
登録料 2000 円

臨時総会
会長・幹事 退任挨拶
別紙に掲載しております。

□SAA 報告

前田 吉基

別紙に掲載しております。
◎今後のプログラム
７／３
会長・幹事 就任挨拶
７／１０
各委員会事業計画発表①

□クラブ報告事項
○本日臨時総会
［40 周年積み立て金について］式次第 配布 ﾆｺﾆｺＢＯＸ
○ 次年度プログラム・委員会構成表 配布 ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

6/26
23,000

計
358,800

2,575
96,681
0
308,600
ﾛｰﾀﾘｰ財団
※６月のレート 1$ 100 円
米山奨学会
0
250,800
教育振興基金
0
201,000
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

□本日のプログラム

司会：高橋 会長エレクト
提案説明：外山 幹事エレクト
議題「40 周年積立について」
※活発な意見の交換がありま
したが、合意形成にいたりま
せんでしたので、継続審議と
なりました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大峯 学 会長
まずはじめに 会長職の機会を与えて頂いた当クラブの全ての会
員の方々への感謝と、 職業奉仕理念の理解におきましては特に
山下ガバナー、深尾地区幹事に心より御礼を申し上げたいと思いま
す。
本日の例会は、会長・幹事退任挨拶ということでしたが、４０周
年記念事業の為の積み立てに関する臨時総会が予定されています。
積み立てがあると気分は楽です。逆にないとその日が近づくにつれて追い込まれていきます。
―さてどちらがいいのか。最もいいのは、楽な気分で併せて自分達をシビアに追い込むこと
が必要かと―日頃の準備を怠らず、記念事業のテーマの進行を真剣に考え、確実に成功させる
ことが理想です。そこで、４０周年記念のテーマは何なのでしょうか？先ずは可能な限り描き
きること―知恵・アイデアの出し合い。職業人としての能力のみせどころかと―。
さてこの一年は、当クラブの財政面での改善―支出を押さえることの工面に追われた感があ
ります。小予算は、活動を小さくしがちです。この対策は経費節約あるのみーでしょうか？
しかし、それでは、根本的な問題解決になっていません。
私達はロータリアンである以上、ロータリーを楽しむことと併せて、組織の強化・拡大が使
命であると思います。そのことによって、ロータリズムの拡大・浸透が図られます。ロータリ
ズムとは、田中作次 RI 会長の言葉によれば、
“ロータリーのビジネスによって より平和な世
界が実現するのを見届けること”とあります。

それを実現させる為には、職業人としてできる“顧客満足の追求”こそが成功の道であると
され、即ち“職業奉仕”そのものと示されています。さすればこの厳しい会員減少の状況では、
さしずめ“職業奉仕”は即ち“会員増強拡大”を意味することになると思います。
当クラ
ブの最盛期の６３名の会員勢力があれば、どんな事業にも予算的に問題はなかったことでしょ
う。今日の臨時総会も必要無かったことでしょう。会員拡大増強の実践･行動の毎年の先送り
の結果が、今日の会員減少を招いたと思うわけです。実際に 会員を増強しているクラブがあ
るのですから。
そこで本日は、皆さんに、当年度のささやかな“置きみやげ”をさせて頂きます。５年前の
会員増強委員長時代からずっーと考えておりました。会員増強ツール一式です。これをたたき
台にさまざまにイノベートしながら、各会員の方々は、会員増強をワクワク楽しんで見て頂き
たいのです。一年次に必ず一会員一通以上を。
“入会をお誘いしたいーいつも気になる方”へ
お届けください。ただし、この形式にこだわる必要はありません。書き換え、追加資料等 自
由に 創作してお渡しください。
“時間のある時 目を通してください。
”と一言添えて、お届
け下さい。後日 必ず電話等で“お読みになりましたか？いかが感じられましたか？”―とお
尋ねください。そして、このツールに改良を重ねて、相手の想いに辿り着くものを創っていく。
そしてこれを複数回繰り返します。―このやり方は、私共職場でのお客様開拓の手法と似てい
ませんか？
本日は 一年間の回想と、各会員の方々と、当年度のご活躍された理事・委員長の方々 お
ひとりお一人に 感謝を述べるべきではありますが、時間が限られておりますので 心の中で、
何十回何百回と “ありがとうございます” を繰り返しながら、次年度、高橋年度の会員増
強の成功をお祈りして、私の退任の挨拶と致します。
・ 当クラブ大封筒の表に、必ず“手書き”で相手の氏名・住所を記入して下さい。
・ 当クラブ大封筒の裏側には、必ず“四つのテスト”を貼りつけて下さい。
・ ご入会のお誘いは、必ず“手書き”で心を込めて書いて下さい。
・ “ロータリーとは”
、
“ロータリー入会のメリット”を同封して下さい。
・ 外・内卓話集録の CD で活動内容の一部をお届け下さい。
“運転の空き時間にお聴き下さ
る様に。
”と一言添えて下さい。
・ ロータリーの友等のロータリー情報の資料コピーをできるだけシンプルにして同封して
下さい。受け取る側の “気持ち” になって “丁寧” に作ってみましょう。

髙橋 五男 幹事
改めまして、皆さんこんにちは。
38 代大峯会長年度の幹事として幹事退任挨拶をさせて頂きま
す。
1 年を振りかえて見ますと、活動計画書の資料作りに大変だ
った様な感じでした。何回となくシュミレイションで、予算案
の作成に当たり利益が出なく赤字でした。最終的大峯会長の判断で会員数 47 名のところ 53
名で、会員数 6 名増を図って予算を作ったのが、前日の様な感じがします。まさに予算はつじ
妻合わせの予算でした。
大峯会長年度では最初の例会後、
2 日後例会変更しての 7 月６日山下ガバナー公式訪問があ
り、準備からスタートダッシュで、公式訪問が終わり、心の中では随分と気楽になりました。
９月に入り新世代委員会担当第２５回都城西 RC 旗少年野球大会が、９月 17 日、23 日の
２週続けて開催されました。
11 月は吉原職業奉仕委員長のもと職場訪問を都城市消防局で、竹腰兼壽 RI 会長代理、長峯
パスト・ガバナ－招いて行う事が出来ました。
また、１１月 9 日～１１日迄の３日間、地区大会が、鹿児島市民文化ホールが開催され我が
クラブから沢山の委員長さんに行って頂きました。
１月は、４館合同新年会がありまして、我がクラブが受け持ちでありましたが、開催まえは
胸がドキドキしていましたが、幹事報告終えて、少し私自身落ち着きが出てきた感じでした。
改めて幹事をさせて頂いたことは、やはりとても貴重な体験でした。そしてクラブ運営の当事
者となったことで一年間やった、ことで、少しロータリークラブの事がわかった様な気がしま
す。又、ロータリーの活動を通じて多くのことを学んできた感じです。
韓国東蔚山訪問には参加出来ませんでしたが、幹事としては申し訳ありませんでした。私自身、
会長エレクトのペッツと重なって結果として残念でした。まだまだ、話したい事沢山あります
が、時間の都合上この辺でおわらさせて頂きます。
最後に、大峯会長年度を支えて下さった。理事及役員、委員長の皆さんには大変お世話にな
りました。そして事務局の 2 名本山さん、飛松さんの協力なくして幹事役は全う出来ませ
ん。皆様のご協力に心より感謝申しあげます。幹事退任挨拶とさせて頂きます。
ここに、大峯年度千秋楽。結びの１番終えることが出来ました。
一年間ありがとうございました。

木佐貫副会長から大峯会長へ

外山幹事エレクトから高橋幹事へ

□SAA 報告
◎ニコニコ箱◎
髙橋 五男･･･一年間お世話になりました。
小俵
武･･･大峯年度丸の無事の帰還を祝してお疲れ様でした。少々。
小田 賢一･･･大峯会長・髙橋幹事・前田 SAA 一年間お疲れ様でした。
萩原 和洋･･･大峯会長・髙橋幹事１年間ご苦労様でした。素晴らしい年度でした。
三坂 昭一･･･大峯会長・御苦労様でした。これからは少しゆっくりして下さい。
吉原 信幸･･･大峯会長年度 無事に終わりご苦労様でした。例会の際、私の名前を
よく呼んでいただきありがとうございました。
髙橋幹事、前田 SAA ご苦労様でした。
河中
功･･･大峯・髙橋年度 お疲れ様でした。
長友 喜信･･･大峯・髙橋年度 一年間大変御苦労様でした。
棈松 豊治･･･会長・幹事・理事・委員長 一年間ご苦労様でした。
河野 一治･･･大峯会長・髙橋幹事 一年間ご苦労様でした。
船木 修一･･･大峯年度の役員様 一年間ありがとうございました。
船木 修一･･･ソフトボール県大会 優勝しました！
西日本大会（山口市）９月に行きます。
木佐貫鐵蔵･･･大峯会長・髙橋幹事 一年間ご苦労様でした。
役員の皆様 ご苦労様でした。
中原八重子･･･役員、理事の方 お疲れ様でした。
天水 金作･･･大峯年度の理事の皆様 一年間お疲れ様でした。
外山 俊明･･･１年間出席委員会にご協力いただきありがとうございました。
会長・幹事ご苦労様でした。
岡崎
誠･･･大峯会長はじめ理事・委員長の皆様 一年間ご苦労様でした。
例会に出席出来ず残念でしたが、西 RC も新入会員も増えて活気が
出て 大変喜んでおります。次年度のご盛会を！！
小坂泰一郎･･･大峯会長・髙橋幹事 １年間ご苦労様でした。
小坂泰一郎･･･オブザーバー東さん、ご出席ありがとうございました。
御入会を楽しみに待ってます。

