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合唱     我等の生業 

ゲスト紹介 ＊国際ロータリー第2730地区 

       ガバナー 野中玄雄 氏(延岡東ＲＣ) 

＊宮崎県西部分区 

       ガバナー補佐 木場智彦 氏(都城RC) 

      ＊地区副幹事 

       南 裕之 氏(延岡東ＲＣ) 

ビジター紹介 なし 

□会長の時間        吉田  努 

みなさん、こんにちは。 

今日は野中玄雄ガバナーによる公式訪問例会です。会

員の奥様方におかれましてはお忙しい時間にようこそ

いらっしゃいました。 

奥様方が通常例会に参加されるというのは、私の記憶で

は初めてであるように思います。ガバナーによる緊張感

よりも張り詰めた感がします。 

さて、野中ガバナーにおかれましてはご多忙の中、お

務めとはいえ私たちのクラブを訪問くださりありがと

うございます。私たちのクラブは年齢層も３０代から８

０代までバランスよくおられ、同好会の活動も活発で団

結力もあり素晴らしいクラブだと自負しております。ど

うぞ私たちクラブの雰囲気を時間までお楽しみくださ

い。 

さて、会長の時間も１０回目を迎えました。これまで

ロータリークラブについて自分なりにわかりやすくお

話してきたつもりです。今日はロータリーの話はガバナ

ーにお任せして、せっかくですので自分の仕事について

少しお話したいと思います。 

私の生業は味噌醤油の醸造業です。醤油は日本農林規

格 JAS という規格に沿って作られます。JAS マーク

には標準、上級、特級などその商品についての一定の基

準が有りそれが満たされていることを証明するもので

す。この基準は厳しく、約100項目についてクリアし

なければなりません。保健所が検査する食品衛生監視表

が約 30 項目ですからいかに細かな部分まで定められ

ているかお分かりだとおもいます。 

使っている水の検査から、最終的なラベルの在庫数まで調

査があり JASマークのついているラベルは簡単に捨てる

ことすらできません。その規格にそって作られているかど

うかの検査が１年に１回行われます。 

農林水産省の検査官と宮崎県の検査員が来社され、すべて

の記録簿や在庫商品について検査を行います。3～4時間

かかるのですが、何か問題があると改善命令が出されま

す。悪意のある虚偽の場合は刑事罰と製品の回収が命令さ

れます。昨年も愛知県の大手メーカーが回収を行ったばか

りです。 

このように JAS マークの信頼性は保たれているわけで

す。この検査が何事もなく終わると少し楽になりホッとし

ます。 

しかしロータリーはそうはいきません。 

１年に１回のガバナー公式訪問！ガバナーから力を頂い

て残された在職期間を精一杯務めたいと思っています。 

野中ガバナー、本日はよろしくお願いいたします。 

会長の時間でした。 

 

□幹事報告         前田 吉基 

来年5月28日～6月１日）ご参加について再度ご参加の

お願い    

9月18日を第１次締切 

■クラブ報告 

地区大会参加のご案内 

10/16（金）～10/18（日）延岡市 

＊未返信の方 至急 願います。   

※第１本会議 登録料は ご家族の方無料です。 

ただ、出席される方のお名前は必ず申し込み用紙にご記入

下さい。 

ソウル国際大会 

参加希望の方はお早めに事務局にご連絡下さい。 

 2016年5/27（金）～29（日）  

第１次締切 １２／１５   登録料 ３１０＄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週報 第１９０５回 

平成２７年９月９日 



□出席報告 

会員数      43名 

出免数       3名 

出席数      30名 

出席率     75.00％ 

前々回修正出席率 8/26 87.50％ 

前回修正出席率 9/2   80.00％ 

届出有 小田 小俵 草水 鳥集 永野 

福本 和田 脇丸 船木 中村七 

届出無  

ＭＵ有会員 

9/3  中央 

9/4  都城 

9/8  北 

 

なし 

なし 

なし 

ＭＵ無会員 

8/26 

和田 柳 中村七 鳥集 福本 

要ＭＵ会員 

9/2 

井福 外山 長友 盛田 和田 

中村七 鳥集 福本 

■□皆勤賞□■ 

 

 

 

 

 

 

□委員会報告 
■奉仕プロジェクト委員会 国際奉仕 木佐貫鐵蔵 委員長 

ソウル国際大会参加のご案内 

目標…2730地区200名！ 西ＲＣ20名！ 

2016年5/27（金）～29（日）  

第１次締切 １２／１５   登録料 ３１０＄ 

 

■支援プログラム委員会 外山 俊明 委員長 

 米山奨学会・教育振興基金のご協力をお願い致します。 

 

◆◆入会3年未満の会員・ 

女性会員会員配偶者との懇談会◆◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊ガバナー・ガバナー補佐・地区随行者 紹介 
＊出席者紹介  ＊ガバナー挨拶  ＊ガバナー講話 
＊質疑応答   ＊総評 

■本日のプログラム 

【 野中ガバナーアドレス 】 
※別紙に記載しております。 

【 クラブフォーラム 】 

 

 

 

□ＳAA報告 

◆ニコニコ箱◆ 

 外山 俊明…野中ガバナーようこそ。宜しくお願い致します。 

 中山 忠彦…本日は懇親会に家内が出席させていただきありがと

うございました。しばらくはロータリーの飲み会で遅

くなっても笑顔で迎えてくれそうです。 

 藤岡 成学…野中Ｇをお迎えして 

 吉田  努…野中ガバナー、木場ガバナー補佐、そして会員の奥様

方、本日は例会にご参加頂きありがとうございまし

た。 

 木佐貫鐵蔵…例会に妻を参加させて頂いて 

◆米山奨学会◆…三坂 昭一 

◆40周年◆ 

 吉原 信幸…野中ガバナー木場ガバナー補佐、本日はありがとうご

ざいました。 

 鎌田 博文…野中ガバナーをお迎えして 

 外山 俊明…先週は高橋さんにクラブ協議会代理をお願いしてあ

りがとうございました。 

 外山 俊明…綾マラソンのコマーシャルに私が写っているみたい

で見苦しい姿お見せして申し訳ありません。 

 棈松 豊治…野中ガバナーご苦労さんです。38年のバッヂをいた

だき、皆さんのおかげです。 

 前田 吉基…野中ガバナー、木場ガバナー補佐、南地区副幹事、本

日はお越し頂きましてありがとうございます。 

 小坂泰一郎…野中玄雄ガバナー様、木場智彦補佐様、南地区副幹事

様、長時間ありがとうございました。 

◆教育振興基金◆ 

 三坂 昭一 

東    淑恵…野中ガバナーようこそ都城西クラブへ 

 ◎今後のプログラム 
9／23  国民の休日                

9／30  外部卓話 支援プログラム委員会担当    

10／7  会員卓話 支援プログラム委員会(米山)担当  

 9/9 計 

ﾆｺﾆｺＢＯＸ 6,000 82,950 

ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 3,354 24,997 

ﾛｰﾀﾘｰ財団 0 74,400 

米山奨学会 5,000 83,000 

教育振興基金 10,000 65,000 

４０周年準備金 9,000 58,000 

雑誌会報・インターネット・広報委員会 

徳重 幸男・東    淑恵 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おめでとう 

ございます☆ 

 

38ヶ年 

棈松 豊治 氏 

11：50～ 

 

13：50～ 

『 ふるさと自慢・ 

クラブ自慢 』 

～ 地域社会への奉仕  

とアプローチ ～ 

中山 忠彦 会員 

『 こうすれば会員増強？ 

どうすれば出席率アップ？ 』 

～ 課題克服の妙案 ～ 

三坂 昭一 会員 

『 家族に・職場に 

ロータリーメッセージ！ 』 

～ ロータリーファミリー 

の拡大にむけて ～ 

棈松 豊治 会員 

 



 

❑本日のプログラム 野中 玄雄 ガバナーアドレス             

皆さまこんにちは、ガバナーの野中です。 

本日は、年度恒例の公式訪問にあたりまして、都城西RC 吉田努会長をはじめ会員皆様には、親しく歓迎

頂き誠に有難うございます。 

また、地区委員会活動にもご理解を頂き、地区インターアクト委員会副委員長に小坂泰一郎会員を輩出いた

だき、お世話になっております。 

さて、本日は例会に先立ち会長・幹事・会長エレクトとの事前懇談。その後、新会員皆様・女性会員並び

に配偶者（ご夫人）皆さまとの懇談会の機会を設けて頂きました。大変有意義でありました。新会員の皆さ

んからは、口々に「色々な人との出会いの機会を得た」「クラブの居心地が良い」「ロータリーの用語は難し

い」「これから慣れていきたい」とのご意見があり、また、女性会員からは、「毎週の例会が貴重なひと時と

なっている」「居心地はもちろん良い」。配偶者の皆さんからは、「これからロータリーに対してさらに親しん

でいきたい」とのご意見を頂きました。 

そして、会長からは、クラブ概況と今年度の活動方針を懇切にご報告いただきました。それによりますと、

今年創立40周年。今年度からＣＬＰを導入され、会員43名の皆さんがクラブの伝統を尊重されながらも、

何より堅苦しくなくフランクな雰囲気の中で、ロータリーの目的に邁進されておられます。 

中でも、貴クラブは青少年奉仕活動について大変熱心であり、少年野球大会・白雲小中学校訪問などで実

績を挙げられています。また、吉田会長におかれましては、クラブテーマを「さあ、始めよう！」として、

クラブ発展の為にリーダーシップを大いに発揮されておられます。 

一方、クラブの課題としては、①出席率向上 ②会員増強 ③インターアクトの創設などが挙げられてお

ります。これにつきましては、ＲＩ（国際ロータリー）の重点事項に照らして、考えてみたいと思います。 

今年の国際ロータリーの最重要事項は「会員増強」「ポリオ撲滅」そして「公共イメージアップ」の三つで

す。これは昨年度と同様です。私はこれらの課題に対して、今年度ガバナーの立場より二つの具体策を講じ

ております。 

一つに、公式訪問例会に対する配偶者（ご夫人）のご出席依頼です。これに対しましては、本日は有難い

ことに吉田会長ご夫人をはじめ９名の皆さまにご出席をいただきました。誠にありがとうございます。今後

のクラブ発展を図る上では、何よりご夫人のロータリーへの理解と応援は不可欠です。 

近隣の韓国や台湾のクラブでは会員が年々増強されています。その要因を尋ねますと、ことに女性会員の

増加と配偶者の参加協力が挙げられています。何しろ、夫人は今日ではR Iの職業分類上「家事」業とされ、

会員増強の対象ともされています。そう考えますと、ご夫人の会員増強はともかくとしても、ご夫人方から

のクラブ支援は頂きたいものです。 

ちなみに、私の所属する延岡東RCでは、30年前からクラブ夫人会「カトレア会」を結成しております。

貴クラブにおいても、ご夫人の皆さまは、年間の家族親睦行事を通じて親睦豊かと伺います。 

さて、この「カトレア会」は、実は我がクラブの一番の理解者であり協力者です。クラブの出席率や米山・

財団の協力も影から支援してくれております。いずれに致しましても、女性会員の増強も急がれますが、家

庭や職場の皆さんの応援は、クラブの活性化に欠かせません。まさに「家族・職場と共にロータリー」であ

ります。貴クラブにおかれましても、40 周年の記念事業として夫人会の結成をご検討いただければ幸いで

す。 

そして、二つ目の方策として「ロータリー・アピールポスター」を作製しました。地区内全会員宛てに2

枚ずつ郵送いたしております。お手元のA4サイズのチラシはその縮小版です。 

ポスターは家庭に1枚・職場に1枚貼っていただくものです。何より、このポスターを通じて身近な人に

ロータリーを伝えてもらいたいと思います。ちなみに、ポスター・チラシの内容は、R Iテーマ「世界へのプ

レゼントになろう」を頭にかかげ、中心にはテーマロゴマークとテーマの原語〝Be a gift to the world〟

を置いています。 

また、上段の写真に「ポリオ撲滅」「水と衛生」「東日本大震災被災地児童・生徒支援の福島キッズ」。そし

て、中段には「ポリオ予防接種活動」やこの4月の延岡市内３RC合同開催の「ポリオ撲滅ロータリーデー・

街頭募金」の模様です。 

さらには、下段には４つのテスト、ロータリーの目的、ロータリーの行動規範も並べております。このポス

ターやチラシを通じて、ご家族や職場の皆さん或いはご友人・知人にロータリーを伝えて頂きたいのです。 

例えば、ロータリーとライオンズの違いは何ですかと尋ねられた場合も、このチラシを縮小コピーするな

どして、いつも携帯しておけば、少なくともロータリーの趣旨・目的・活動ぶりは伝えられるはずです。 

 

 

 



 

 

何より、ロータリーの根幹となる精神は「奉仕の理想」であります。今では「奉仕の理念」と言いかえら

れてはおりますが。 

いずれにいたしましても、「ロータリーの奉仕」について改めて学び合わなければなりません。そのためには、

ロータリーの二つの標語の「超我の奉仕」と「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる。」を理解する必要

があります。ただ、これが中々厄介です。 

実は、このヒントこそ R I 会長の掲げる年度テーマ「世界へのプレゼントになろう」であります。ラビンド

ランR I会長は、次の言葉を添えてテーマの説明を行っています。「結局の所、私たちの人生の価値は、どれ

ほど得たかではなく、どれほど与えたかによって判断されるのです。」この言葉には、胸打たれます。そうい

う訳で、私は地区モット―を「奉仕は力！活かそう例会」としました。 

相手に対して、心からなる奉仕。それを今回R Iテーマではギフト・プレゼントの言葉で表現しております。

まさに、ロータリーの奉仕の精神を換言したものです。 

R I会長によれば、プレゼント（ギフト）は「お返し、恩返し」と述べております。 

さらに、会長は次のように述べています。「ロータリーは、私たちの資質を引出し、それを人生で生かす道

をみつけてくれます。」と。まさに、例会出席や会員増強・退会防止の意義はここにあります。 

ロータリーは、実は私達人間一人一人に与えられた、資質・才能・善意・そして可能性をお互いに、引き

出し合うクラブなのでもあります。このロータリーの魅力・特徴を私たちは今後、広く伝えてゆかねばなり

ません。より良き企業・商店を目指しながら、より良き地域社会を築くために。そして、世界平和に少しで

も貢献するために。 

私たちロータリー会員は、〝ロータリアン〟であるとの誇りを胸に、邁進せねばなりません。このことは、

会員増強に対するもう一つの大切な意義でもあります。そのためにも、ポリオ撲滅運動はじめクラブ独自の

社会奉仕活動の推進は大切です。 

それによって、ロータリーは地域社会の信頼を得て、他の団体・グループの新たなる活動指針の参考ともな

るはずです。その点、地元メディアとの連携を良く図りたいものですね。 

終わりに、今年の10月16日(金)～18日（日）の地区大会、あらためて多数のご参加をお待ちしており

ます。当日は、特別講演にジャ―ナリスの櫻井よしこさん。そして、田中作次 R I 元会長によるセミナーも

計画しております。    

さらに、来年5月27日(金)～29日（日）は韓国

ソウルでの国際大会です。日本からは 1 万人。当地

区からは、200 人を目標に募集しております。一緒

に世界のロータリーに触れ、新たな感動を共有しまし

ょう。 

尚、国際大会の取りまとめは分区単位でお願いしま

す。クラブ会長から、ガバナー補佐に参加予定者をお

伝え下さい。第一次締め切りは9月18日です。 

いずれに致しましても、都城西RC様の今後益々のご

発展と当年度の大成功を心からご祈念致します。ご清

聴ありがとうございました。 

 

 

 


