
―1―

ま自分がトライ出来ただけだという意識があ

るからです。しかし、まわりの 14 人は自分の

事のように喜んでくれます。ラグビーは、紳

士のスポーツだからです。　   『日本頑張れ !!』

（平木　邦昭 幹事）幹 事 報 告

報告事項（クラブ）

○ 10 月 22 日は祝日、29 日は定款第 8 条第 1

節に基づき取り止めで 2 週続けて例会があり

ません。

○終了後、臨時理事会を開催します。

例会変更

○熊本菊南 RC

　令和元年 11 月 6 日㈬の例会を「地区大会」

　に変更。

　日時 : 令和元年 11 月 9 日㈯
　※尚、サインメーキャップはございません。

　　よろしくお願いいたします。

○熊本中央 RC

　令和元年 11 月 8 日㈮の例会を「地区大会」

　に変更。

　日時 : 令和元年 8 日㈮ 9 日㈯
　場所 : 中津文化会館

　令和元年 11 月 15 日㈮の例会を「職場訪問

歌 唱

ロータリー・マイロータリー

( 小川　裕士 会長 )会 長 挨 拶

　皆さん、こんにちは。本日もご出席ありが

とうございます。台風 19 号で、被害に遭わ

れた方に対して、慎んで哀悼の意を表します。

被害が広範囲にわたっているので RI2720 地区

でも、これから何らかの対応があるのではと

思います。

　さて、来週と再来週の我がクラブの例会は

お休みとなります。11 月に入ったらすぐ大分

県中津市での地区大会、又、当クラブ総会等

の日程が続きます。早目早目にご案内、段取

りを致しますのでどうかみなさんのご参加の

程よろしくお願い致します。

　最後に、ラグビー経験者として一言、言わ

せて下さい。現在ラグビー世界大会が日本で

開かれておりますが、ワンフォアオール、オー

ルフォアワンというラグビーの格言がありま

す。すなわち、1 人は全員のために、全員は 1

人のためにという言葉です。今、ワンチーム

ということを、日本ラグビーチームは、言っ

ておりますが、そこからも来ているのだろう

と思います。又、その他に、ゲームの中で、

審判の権限は絶対的なものです。例え間違っ

た判定を受けてもラガーマンは、淡々と従い

ます。その他、トライをした選手はオーバー

な喜びのアクションはしません。それは、ま

わりの 14 人がうまくボールを回して、たまた
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例会」　に変更。

　日時 : 同日 12 時 30 分～

　場所 : 玉水苑

　　   　㈱セレモール熊本（玉名市天水町）

　令和元年 11 月 22 日㈮の例会を「定款第 8 条

　第 1 節」に基づき、取り止め。

　令和元年 11 月 29 日㈮の例会を「熊本第 4 グ

　ループ IM」に変更。

　日時 : 令和元年 11 月 26 日㈫ 17 時 00 分点鐘

　場所 : ANA クラウンプラザホテル

　　　   熊本ニュースカイ

　※ 11 月 8 日、22 日はサイン受付ございません。

　    11 月 15 日、29 日はサイン受付致します。

○熊本りんどう RC

　令和元年 11 月 14 日㈭ 19 時 30 分夜例会を場

　所変更

　令和元年 11 月 21 日㈭ 13 時の例会を祝日週の

　為、休会。

　※ 11 月のサイン受付は、11 月 14 日㈭ 12 時

　　～ 12 時 30 分阿蘇熊本空港ホテルエミナー

　　スフロントにて行います。

○熊本西 RC

　令和元年 11 月 26 日㈫の例会を「熊本第 4 グ

　ループ IM」の為、変更。

　日時 : 同日 17 時 00 分～

　場所 : ANA クラウンプラザホテル

　　　   熊本ニュースカイ

　※尚、サイン受付は 12 時 00 分～行います。

【卓上募金】

前回は県ロータリー奨学金 1,611 円でした。

今週は米山奨学金です。

( 森　浩文 会員 )                  出 席 報 告

　 会員数
当日出

席者数

免除者数
欠席者 MU 数

修正出

席者数
出席率

（出席者）

今週

（10/15）
37 22

4
61.11%

（3）

前々回

（10/5）
37 25

4
0 9 34 100.00%

（1）

→出席規定免除者

 10 月 15 日分　（1 名）上田

 10 月   5 日分　（3 名）吉村、緒方、上田

おめでとう！
9月の 100%出席者

（2018.9 ～ 2019.8 迄皆勤）
・岡崎　俊憲 会員　　　　　　26 回

おめでとう！
2019 年 7 月～ 9月迄の 100%出席者

・野上　　武 会員

・西上　佳孝 会員

・中原　　修 会員

・岡崎　俊憲 会員

・大久保　誠 会員

・小川　裕士 会員

・坂本　公貴 会員

・瀬尾　広夫 会員

・髙島　和利 会員

・田中　俊憲 会員

・與縄　　董 会員

合計 24 名　

・榎　　主税 会員

・藤田　傳次 会員

・平木　邦昭 会員

・陣内　裕規 会員

・古閑　謙二 会員

・室原　良治 会員

・村上　暢敏 会員

・松本孝一郎 会員

・村上圭一郎 会員

・森　　浩文 会員

・守谷　光弘 会員

・永瀬　邦治 会員

・野間　四郎 会員

  委 員 会 報 告

●公共イメージ委員会（瀬尾　広夫 会員）

　RI2720 地区 2019 － 2020 年度　社会奉仕部門・

　公共イメージ部門 2 部門合同セミナー報告

　奉仕プロジェクト委員会　瀬尾広夫

　１．日時：2019 年 10 月 6 日㈰
　　　　　　13：00 ～ 16：00

　２．場所：J;COM ホルトホール大分

　　　　　　3 階会議室

　３．要旨：次頁に続く
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　　　Rotary のアカウント取得により公式の「ブ

　　　ランドリソースセンター」にアクセス可

　　　能となる。（キャンペーン資料、心に訴

　　　えかけるストーリーを使えるためのガイ

　　　ドライン、高解像度のロゴとロータリー

　　　のグラフィック、クラブ、プロジェクト、

　　　若手リーダーのための各種資料、ロータ

　　　リーの紹介に有効な広告データー、ロー

　　　タリーのストーリーを紹介する画像と動

　　　 画）

　　・クラブセントラルについて：My Rotary

　　　でアカウントを開設する最大の目的は「ク

　　　ラブセントラル」を活用したクラブ運営

　　　の効率化。2770 地区 web サイトの公共

　　　イメージ動画で、クラブセントラルを活

　　　用する１０の理由が紹介されている。（①

　　　目標をシェアする、②活動成果を確認で

　　　きる、③クラブデーターをグラフ化でき

　　　る、④分野別に目標を設定できる、⑤ク

　　　ラブのデーターを一か所に記録できる、　

　　　⑥いつでもデーターを見れる、クラブ戦

　　　略計画を立案できる、⑧年度ごとに比較

　　　できる、⑨ロータリー賞を受賞できる、　

　　　⑩ペーパーレスで環境にやさしい）

　　　クラブセントラルを活用するには、まず

　　　ロータリーショーケースに登録すると効

　　　率的で楽である。

　　　ロータリーショーケースからインポート

　　　できるため。

　　・まとめ：

　　　①ロータリーの公共イメージに関する　

　　　　「世界を変える行動人」キャンペーン　

　　　　への理解を

　　　②各クラブが「行動人」として対外的　

　　　　にアピールできる活動に取組んで頂き、

　　　　その後、各メディアを駆使して取組の

　　　　広報を

　　　③ロータリーショーケース、クラブセン

　　　　トラルの活用促進を

● R 財団委員会（野上　武会員）

　岡崎会員より米山寄付を 10 万円頂きました。

　これで今年度の米山特別寄付額は上がると思

　います。

小川　裕士 会長

10 月は、来週再来週と会員の皆さんに逢えま

　(1) 硯川ガバナーエレクト挨拶

　　・最近のラグビーワールドカップの試合を

　　　見て、ロータリーの 5 つの中核的価値観

　　　（奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシッ

　　　プ）を思い出す。これらはラグビーと同

　　　じと思う。

　　・社会奉仕と公共イメージは密接なつなが

　　　りがある。

　(2) 前田研修リーダー挨拶

　　 ・今回の合同セミナーは、会員増強に向けて、 

　　　RI 財団、公共イメージ等が連携すること

　　　を目的とする。

　(3) 山角社会奉仕部門長挨拶

　　・各クラブが独自性を持って多様に社会奉

　　　仕を展開されているにも拘らず、ロータ

　　　リー活動の PR 不足がロータリーの認知度

　　　を下 げ、会員の減少を招き、ひいてはク

　　　ラブ運営にも支障をきたすことになる。

　　　そこで公共イメージ部門と一緒に勉強し、

　　　ロータリーのイメージアップにつなげたい。

　(4) 早水公共イメージ部門長挨拶

　　・各クラブが実践する様々な奉仕事業を中

　　　心とした活動内容について、正しく広報

　　　することでロータリーの公共イメージを

　　　高めてください。これにより、新たに入

　　　会を希望する仲間が増えて、更に活動内

　　　容が充実するという上昇気流を形成しよう。

　(5) 社会奉仕部門パート：ロータリー地域共同         

　　  体（RCC）について（山角社会奉仕部門長、 

　　  追立社会奉仕委員長）

　　・熊本西稜 RC は、本年 7 月 1 日に RCC

　　　を結成。

　　　その取組みや結成までのプロセスが紹介

　　　された。

　　・要約筆記サークル「ひまわり」：聴覚障が

　　　い者が講演会等に参加時に手話が苦手な

　　　方々向けに手書きの要約筆記で文字を

　　　使って情報提供しコミュニケーションを

　　　支援する団体。熊本県内一円で活動中。

　(6) 公共イメージ部門パート：「世界を変える

　　 行動人」キャンペーン（早水公共イメージ

　　  部門長）

　　・キャンペーンの目的は、地域社会のニー

　　　ズを捉えて行動を起こし、人々の力をつ

　　　ないで変化を生み出そうとする「行動人」

　　　としてのロータリアンをアピールするこ

　　　とで、ロータリーへの認知・理解・関心

　　　を深めること。

　　・ブランドリソースセンターについて：My 
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　先週までの金額                     389,000 円
　   本日金額　　　　　　　　  　 13,000 円
　   累計金額                         402,000 円

卓 話

「働き方改革について（後編）
～働き方改革はこう活用する ! ～」

卓話者 / 平木 邦昭 会員

今日のメニュー

100 万ドルランチ

そ の 他

○ロータリーの友 10 月号内容紹介

　（岡崎俊憲 会員）

○ 11 月 8 日㈮・9 日㈯
　　地区大会

　（大分県中津市）

　　❖❖❖❖卓話スケジュール❖❖❖❖

10 月 22 日　 祝日休会

　　　　　　   「即位礼正殿の儀」の為

10 月 29 日     規約休会

11 月   5 日　 メディポリス国際陽子線

　　　　　　 治療センター  オフィス熊本

                       室長代理　永山　伸一 氏

11 月 12 日　  年次総会

11 月 19 日　  会員増強クラブフォーラム

せん。さびしいのでスマイルします。
2,000 円

平木　邦昭 幹事

ラグビーワールドカップ日本チームがベスト 8
に進出しました。うれしくて、スマイルします。
合わせて台風 19 号に被災された方の一日も早
い復旧を祈念いたします。　　　　　2,000 円

緒方　義也 会員

10 月 12 日㈯私達夫妻のそれぞれ、米寿、傘
寿の祝を田吾作で息子・娘夫妻と孫達 4 人で
祝ってくれました。よくも連れ添って長生きし
たもんだと感慨ひとしおでした。　　1,000 円

岡崎　俊憲 会員

26 回目 100% 出席ありがとうございます。
3,000 円

田中　俊憲 会員

先週メーキャップに来られた横浜本牧 RC の髙
岡様の写真を本牧のクラブ事務局に送りました
ところ来週の週報にのせさせていただきますと
いう返信がきました。両クラブのご縁に感謝し
てスマイルします。　　　　　　　　1,000 円

榎　主税 会員

台風の被害に遭われた方々に哀悼の意を表しま
す。また、ラグビー日本感激しました。その夜
は興奮して眠れませんでした。さて、榎家では、
昨日、無事稲刈りが終了しました、一安心です。
今年は秋の長雨で若干不作のようです。　

1,000 円

中原　修 会員

ワールド・カップ・ラグビー大会、日本の快進
撃に感動しています。　　　　　　　1,000 円

野上　武 会員

平木会員、先週に引き続き卓話ご苦労様です。
色々と悩んでいる問題なので、勉強させていた
だきます。　　　　　　　　　　　　1,000 円

瀬尾　広夫 会員

先日、福岡へ出張中に「ロータリー手帳」を紛
失してしまいました。翌日、警察署から電話が
あり、拾われた方が届けたそうです。匿名の女
性で謝礼は不要とのことでした。この女性の方
に感謝の気持ちをこめてスマイルします。

1,000 円


