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８月は会員増強および拡大月間
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＊８月の行事予定＊

＊本日のプログラム＊ （8月9日）
１．会長の時間
２．幹事報告
３．委員会報告
４．スマイルカード
５．外部卓話 「インターアクト年次大会報告」
柳ヶ浦高校インターアクトクラブ
６．出席報告

第２２１６回例会

会 長

2日 会員増強フォーラム 河村正一委員長
9日 外部卓話 「インターアクト年次大会報告」
柳ヶ浦高校インターアクトクラブ
16日 休会
23日 内部卓話 宮本順二会員
30日 夜間納涼例会 18:30～ 米沢観光園

平成２４年

８月

２日

の記録

開会点鐘
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君が代、奉仕の理想

 ゲ ス ト
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尾林邦生君（別府RC）

● 会長の時間

石部幸二会長

皆さんこんにちは。

ています。ただ私が残念であったのは、閉会式でのあ
るPGの発言でした。

８月になってますます暑い日が続きます。体調には
十分気をつけられますように。

詳しい報告は来週インターアクト生の卓話を予定し
ていますので、よろしくお願いします。

先週の土、日インターアクト年次大会が湯布院であ
りまして、柳ヶ浦高校インターアクト生３名と引率の

来年は熊本県有明高校の主催で荒尾市で開催される
予定となっています。

尾垣先生が参加し、我々も私と、米澤委員長、本庄会

今月は会員増強月間であります。

員の３名で参加いたしました。米澤委員長、本庄会員

本日は河村増強委員長にクラブフォーラムをお願い

大変お世話になりました。

していますので、皆さんでいい知恵を出し合って、会

今年も有意義な年次大会になったと生徒からも伺っ

ＵＳＡ- ＯＩＴＡ
事務局

員増強をお願いします。

第２７２０地区

宇佐ロータリークラブ

〒872-0032 大分県宇佐市江須賀2999-2 (株)ユニックス内
ＴＥＬ．ＦＡＸ：０９７８－３８－２３７０
http://www.usa-rotary.com/

別府ロータリークラブ
創立60周年記念式典のご案内
大会幹事 尾林邦生氏
別府ロータリークラブは、お陰

（その他クラブの変更・休会は事務局まで）
大分中央RC、大分東RC、別府RC、別府北RC
別府東RC、別府中央RC、湯布院RC
３．週報受理

様を持ちまして、今年創立60周年

中津中央RC

４．理事会報告

を迎える事ができました。つきま

なし

５．お知らせ

しては、この節目を記念し、9月15

1)出欠の回覧が3件あります。

日(土)に杉乃井ホテルにおきまし

①納涼例会(8/30) ②6クラブゴルフコンペ(9/2)

て、60周年記念式典並びに祝宴を執り行いたいと考え
ております。

③別府RC60周年(9/15)
６．欠席連絡

会員一同、60周年の節目にふさわしい心に残るよう
な式典にしたいと企画、
検討している所でございます。
記念事業として、米山奨学生がスリランカに開校し
た日本語学校への支援（別府ロータリークラブの部屋
創設、他）を実施します。

辛島光司会員、新開洋一会員、住本憲彦会員
藤久保茂己会員、藤本博和会員(事前MU済)
７．本日の当番
宮丸龍昭会員、宮本順二会員

皆様におかれましてはお忙しいとは存じますが、万
障お繰り合わせの上、ご参加頂きたく宜しくお願い申
し上げます。
私、色々な地区の例会に参加いたしましたが、宇佐
ロータリークラブの食事が一番美味しかったです。

● 委員会報告
◆社会奉仕委員会

松永忠昭委員長

8月4日(土)朝6時30分より、恒例のメルクス桜並木の
草刈を執り行いたいと思います。
お忙しいとは思いますが、皆様、ご参加のほど宜し

● 幹事報告

くお願いします。
臼杵 確幹事

１．来信
配布物
1)ロータリーの友 2012年8月号 ⇒末宗前会長の会
員増強座談会の記事掲載
2)ガバナー月信 第2号、保存用ファイル
3)ロータリー財団より「確定申告用 領収証」
回覧物
1)ガバナー事務所より「囲碁愛好家名簿作成のお願い」
2)地区広報・IT委員長より「地区ホームページの件」
3)地区ブライダル少子化対策委員会より「ブライダ
ル交流パーティーのお知らせ」
4)地区インターアクト委員会より「海外(韓国)交流事
業分担金 のお願い」
２．例会変更
宇佐2001RC：①8/15(水)は休会 ②8/29(水) 19:00～
「光長亭」に変更；納涼例会の為
中津中央RC：8/14(火)は休会

● 今月のお祝い
会員誕生日：石部幸二会長、臼杵 確幹事
岩井謙次会員、小野田義文会員、佐々木正博会員
西中孝生会員、藤久保茂己会員、藤本博和会員
配偶者誕生日：園 浩幸会員（美智子様）

石部幸二会長：8月17日でやっと50才の大台に到達しま
す。今年１年健康に留意して過ごしていきたいと思
います。

します。
是永潤一会員：職業奉仕の為早退します。河村会員の
卓話週報にて拝見いたします。

臼杵 確幹事：8/4もうすぐです。
岩井謙次会員：誕生祝ありがとうございます。

ニコニコ累計

９３，５００円

6?才です。
小野田義文会員：お祝いありがとうございます。
8月8日で58になります。

● クラブフォーラム

佐々木正博会員：45回目の誕生日です。ありがとうご

「 会員増強フォーラム 」

ざいます。

河村 正一 会員増強委員長

西中孝生会員：今月で50才になります。
園 浩幸会員：妻の誕生日、祝って頂きありがとうご
ざいます。

今日は、会員増強についてお
話したいと思います。
まず、会員増強の「増」とは、
会員数を増やす。それから「強」
は、会員を強くする。というこ

● スマイルカード

西中孝生委員長

尾村邦生君(別府RC)：本日は別府RC60周年記念式典

とです。せっかく会員が増えて
も、退会者が多いとそのクラブはいつまでたっても力

のご案内のお時間を頂き誠にありがとうございます。

がついていきません。退会につながる一番の要因は、

宇佐RCの皆様のご参加を心よりお願い申し上げま

欠席が多くなる、例会やロータリークラブに対して興

す。

味がなくなり、面白くない。大体、新入会員になって

石部幸二会長：①先週のインターアクト年次大会では

から3年目、それから会員歴5年目くらいの会員は体の

米澤委員長、本庄会員にお世話になりました。

調子以外にこのような理由で退会される方が多く見ら

②本日は河村会員増強委員長、クラブフォーラムよ

れます。

ろしくお願いします。
臼杵 確幹事：先日のインターアクト年次大会では、

そこで、会員増強について、ガバナー月信で私が発
表致しました事から、みなさんと考えていきたいと思

米澤委員長他皆さまお疲れ様でした。参加できなく

います。

てすみません。

第一に、強い使命感を持つ。

末宗為十会員：①7月30日に(株)クリエーションエネル

どうしたら宇佐ロータリークラブの会員を増やせる

ギー和間地区太陽光発電所の地鎮祭及起工式を無事

か、会長の時間に呼びかけをするとか、会員は、自分

執り行いました。 ②藤林会員先日は大変お世話に

の周りの人たちに対して目配り、気配りを行う。それ

なりました。 ③8月1日(株)末宗組が100年を迎え

から、会員一人一人が積極的に例会場に昼食を共に頂

101年目に入りました。

きましょうとか声掛けを行う。

廣瀬辰彦会員：末宗さん新しい会社の事業の起工式テ
レビで拝見しました。ご発展をお祈り致します。
河村正一会員：ガバナー月信に顔写真入りで記事が出
ていました。

第二に、目標を定めて計画的に実行する。
昨年度の末宗パスト会長は、
7名の新入会員の増強を
お約束して、達成致しました。やはり、それは、少し
大きな目標を掲げても、その目標に向かって達成して

砂山正則会員：暑中お見舞い申し上げます。

いくことが大事です。

本庄伸子会員：暑中お見舞い申し上げます。

第三に、十分な資料をそろえる。

西中孝生会員：本日の河村会員の卓話よろしくお願い

例えば、会員のしおり等を準備して、昼食に参加し

てくださった会員になるであろう方にお配りする。

● 出席報告

第四に、新入会員のオリエンテーションは確実に。

佐々木正博委員長

第2216回（8月2日）

新入会員オリエンテーションでは、
ロータリー情報、

会 員 総 数

ガバナー月信などロータリー関する事をよく読んでい

33名

（内出席免除 ）

ただいて新入会員によく理解していただく事が大事で

出

ある。

席

0名

数

29名

（ 内 事 前 M U）

1名

取組みは、新入会員は、すべて会員増強委員会に入っ

欠

席

数

4名

てもらって、そこで知り合いの方に声をかけて頂いて

出

席

率

８７．８８％

ちなみに大分中央ロータリークラブでの会員増強の

確実に会員数を増やしたとのことです。
次に、会員増強に対しての阻害要因、悪い要因につ
いて考えてみます。
まず、会員増強に関して、他力本願はいけない。例
えば、会長に任せたり、会員増強委員に任せたりして

事前メークアップ
藤本博和会員（ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ花壇整備）
欠席者
辛島光司会員、新開洋一会員、住本憲彦会員
藤久保茂己会員

はいけない。やはり会員一人一人が自分の周りにおり
ます目ぼしい人に声掛けをする。
また女性会員入会に対しての否定的な意見は、増強

社会奉仕委員会 活動報告
◎7月21日(土) フラワーロード花壇草取り

に対して阻害要因になるので、どんどん積極的に女性

石部会長、臼杵幹事、小野田会員、川端会員

会員を昼食にお誘いして紹介してください。

佐々木会員、佐藤会員、末宗会員、砂山会員

最後に、わたくしロータリー歴21年において、過去
に一度なんの役職もない一年がありました。
その時は、

津々良会員、西中会員、廣瀬会員、藤林会員
藤本会員、宮丸会員、山井会員、和田会員

さすがにロータリーが面白くないと思いました。やは

松永委員長
（17名）
～～～～～～～～～～～～～～

り、今西中さんや松永さんといった若い力が伸びよう

◎8月4日(土) 河川敷桜並木草刈り

としております。新しい若い会員も委員長になってい

石部会長、臼杵幹事、川端会員、佐々木会員

ただいて、ロータリーの例会を休まず、積極的に参加

末宗会員、住本会員、幡手会員、廣瀬会員

してもらいたいです。

藤林会員、藤本会員、宮丸会員、米澤会員

それでは、今年度会員増強目標は、5名にしたいと思

和田会員、松永委員長

（14名）

います。宜しくお願いします。

2011～2012年度の当クラブ会員増強に対し
RI会長より表彰状が届きました

閉会点鐘
発行 平成24年8月9日

