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第1313回例会

平成29年８月24日（木）

◉本日の例会プログラム ゲスト卓話「中津市の文化財行政について」
◎次回例会プログラム

中津市役所 社会教育課（文化財室）
ゲスト卓話「ゴルフを通して」
ティーチングプロ 西元義人氏

前回（1312回例会）
の記録
平成29年８月９日（水）
■ゲスト

■ビジター

■出席報告
会 員 数 22名
免 除 者 数 ３名
対 象 者 数 19名
本日出席者 12名
欠 席 者 数 ７名
出 席 率 63.16%

◎ロータリーソング 君が代、奉仕の理想
◎会長の時間 黒瀬会長
本日は３クラブガバナー公式訪問例会と言
う事で、永田ガバナーにおかれましては、遠
くこの中津の地にお越しいただきまして誠に
ありがとうございます。
又、お忙しい中前日入りしていただきまして、昨日の夜は
ガバナー補佐の松永様、セクレタリーの末永様、そして３ク
ラブ会長と有意義かつ楽しいひと時を過ごさせて頂きました。
本年度地区スローガンに「ロータリーを奨励し、ロータリー
を楽しもう」を掲げています。当クラブもスローガンは「共
に学び、共に楽しもう」
。すなわち、ロータリーをみんなで楽
しくやりましょう。学ぶべきものをしっかり学びましょう。
そして友情を深めましょう。
真実・公平・好意・友情・ためになるかを私自身常にこの
言葉を自問自答しながら、これからのロータリーを学び楽し
もうと思います。
◎幹事報告
３クラブを代表して中津中央RC 恒藤幹事
●週報受理 熊本平成RC、加古川平成RC、仙
台平成RC、竹田RC

■1311回出席報告の修正
1311回欠席者
メイクアップ
欠 席 者
修正出席率
●メイクアップ

●欠席者

◎中津中央RC 古田会長挨拶
皆さんこんにちは。本日の例会は永田ガバ
ナーにお越し頂いての３クラブ合同のガバ
ナー公式訪問例会です。後ほど永田ガバナー
よりガバナーアドレスを頂きます、どうぞ宜
しくお願い致します。
さて、先月中津中央ロータリークラブの事務所を会員の協
力のもと移転する事が出来ました。まだ通信機器の都合上本
格的な事務は出来ませんが、地区が推奨しているマイロータ
リーへの登録も出来るように整備しているところです。
それから、地区補助金を利用しての目玉事業である第９回
目の「自分がなりたい職業の絵」ですが現在、市内全22校の
小学校へ応募用紙と画用紙を約1,000枚配布し応募を募って
います。夏休み終了後の９月中旬に沢山の力作が今年も応募
されることを期待しているところです。ちなみに展示は、10
月7日(土)と8日(日)で場所は小幡記念図書館と決まっていま
す。是非、将来を担う子供たちがなぜその職業になりたいの
か絵とその理由も合わせて見に来ていただけたらと思います。
また今年度は、前年度より引き継がれて例会修正出席率
100％が現在も続いており、今まで連続52回となっています。
会員間でもプレッシャーが大きくなっていると思いますが、
例会に来て会員同士が親睦を図り、楽しい時間を過ごす事に
より連続回数も増えていくものと思いますのでご協力をお願
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いします。
最後に７月のロータリーの友より、ロータリーは情報交換
をし、職業人として交流を広げる場と強く抱いているライズ
リー RI会長の言葉を紹介します。
「ロータリーが私を惹きつけたのは、ロータリーの行ったプ
ロジェクトや活動だといいたいところだが、そうではなく、
明らかにその地域のビジネスエリートたちとかかわりが持て
ることです」と言っています。まずは、地域のロータリアン
と親睦を深めて行きましょう。
◎中津RC 林会長挨拶
皆さんこんにちは。本日は３クラブ合同ガ
バナー公式訪問例会です。永田ガバナー、よ
うこそお越しくださいました。前方には３ク
ラブのロータリー旗が掲示されています。中
津にはこの３つのロータリークラブがあり、そのロータリア
ンが一堂に会する機会が今年度は２回ございます。その一つ
が、このガバナー公式訪問例会であり、もう一つが年末の３
クラブ合同忘年夜例会です。このような機会に集いました３
クラブのロータリアンが親睦と友情を深め、共にロータリー
を学び、共にロータリー活動に取り組んで行きたいと思いま
す。
先月の29・30日に中津クラブが提唱しています東九州龍谷
高校をホスト校としたインターアクト年次大会がこの中津で
開催されました。永田ガバナー、松永ガバナー補佐、河野青
少年奉仕部門長には２日間に亘りご参加いただきました。ま
た多くのロータリアンの皆さんにもご参加をいただき、誠に
ありがとうございました。当大会には、インターアクター約
200名、ローターアクター約10名、顧問の先生、ロータリア
ンを含め300名を超える皆さんにご登録をいただき、盛会の
うちに終えることができました。
今月号のガバナー月信に「クラブ戦略計画委員会」につい
て掲載がございました。当クラブも奉仕プロジェクト委員会
が中心となり、長期プログラム策定委員会が発足され、昨年
の４月に、私共中津ロータリークラブが以前にも増してその
魅力を発揮すべく、ロータリーの原点や奉仕の精神を鑑み、
長期・短期の目標を掲げる「魅力ある中津ロータリーへ」の
提言書が、愛する中津ロータリークラブの今後の活動指針と
して提出されました。提言書では活性化するための委員会の
４〜６年の長期計画と１〜３年の短期計画が示され、それに
沿った活発な委員会活動に取り組んでいます。
それでは、後ほどのガバナーアドレスを楽しみにいたしま
して、会長の時間とさせていただきます。
◎2017-2018年度 永田ガバナー ガバナーアドレス
①まずメッセージを作ってみましょう
「メッセージ」とは、写真、文章、スピーチや対話など、ロー
タリーについて伝える、あらゆる表現を含んでいます。誰が
発信しても、誰が受け取っても、明確で、一貫し、力強いロー
タリーのストーリーを伝えるには、メッセージ作成の共通の
土台を備えておくことが重要です。
誰でも引用できる「ロータリーとは〇〇〇〇です」という
言葉を紹介することではありません。むしろ、コミュニケー
ションの土台となる「ブランドボイス」や「エッセンス」を
説明した上で、さまざまな場面や相手に合わせてメッセージ
を作ってみましょう。
②ロータリーのストーリーに息吹を与える
⑴ エッセンス ロータリーの存在理由を強調する
さまざまな国や文化、職業のリーダーから成るネットワー
ク、ロータリーは、アイデアを広げ、行動することを通じ
て、世界中の地域社会に変化をもたらしています。
⑵ 価値観 会員の信念と行動を表現する
・
「私たちは生涯にわたる友情をはぐくんでいる」
（親睦）
・
「私たちは約束を守りぬく」
（高潔さ）
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ロータリー：変化をもたらす
ROTARY : MAKING A DIFFERENCE

・
「私たちは多様な考え方を取り入れる」
（多様性）
・
「私たちはリーダーシップと職業の専門知識を生かして地域
社会の問題に取り組んでいる」
（奉仕とリーダーシップ）
⑶ ボイス
ロータリーの個性をとらえてコミュニケーションをする
ロータリーのボイス：賢明さ、思いやり、粘り強さ、行動
を促す力
③ロータリーの「ブランド」を伝えるボイス
・
「ブランド」とは 、組織 ・企業かほかの組織・企業との違
いを明らかにするために重要なものです。ロータリーの「ブ
ランド」と聞いて違和感を覚える人もいるかもしれません
が、営利、非営利にかかわらず、ブランドがしっかりと確
立されていなければ、組織の個性を打ち出すことが難しく
なります。
・
「ボイス」とは、ブランドを明確に表すためにあらゆる種類
のコミュニケーションで用いる、いわばトーンのようなも
のです。クラブであれ、地区であれ、ロータリーについて
伝えるときには、これらのボイスを意識しましょう。
タイのロブリ県は石灰岩の地盤で飲料水は超硬水。子供達
に美味しい水を飲ませたい。ロータリークラブがもたらした
毎分10リットルの綺麗な飲料水は子供達を笑顔に変えます！
「水のポスターコンテスト」
優秀な子供たちを地元ロータリークラブが表彰します。そし
て、ロータリーは人々に行動を促します。
・伝える相手の心理に訴える
・共感を誘う
・モチベーション（動機）を刺激する
・ロータリーとの心理的距離を縮める
・相手が欲しい情報を伝える
・効果的なメッセージに含まれる要素
・シンプルで、受け手の関心と一致し、行動を引き出すよう
な第一メッセージ
・主要メッセージを補強し、深みを与える補足メッセージ
・メッセージの信頼性を高める裏付け
クラブ戦略計画にどう活かす？
3年後、5年後、10年後のクラブの姿を考える。→戦略計画
知識、経験を持った有能な人材を見つけ未来を託す。＊公
共イメージと認知度の向上がもたらしたツールを使う
＊入会候補者にもこのツールを使いましょう
入会候補者に語りかけて入会への関心を高める
伝える相手：入会候補者
ターゲット
１．あらゆる年齢と職業のビジネスリーダーと市民リーダー
２．人々と交流するのが好きなロータリアンの友人
同僚モチべーション
①ロータリーを通じた地域社会への貢献
②友情と親睦
③人生の目的・生きがい
④多くの人と知り合う機会
入会候補者に向けたメッセージ
「リーダーのネットワークに加わり、地域社会のためにアイデ
アを広げ、行動しよう」
最後に行動を呼びかける。
・ロータリーとは、さまざまな職業や経験をもつ会員が互い
に学びあいながら、地域社会と世界に変化をもたらしてい
ます。 行動力と熱意のある方はぜひご参加ください。
・一人ひとりのロータリー会員の視点、個性、熱意が地域社
会を動かします。地元クラブの例会または奉仕活動に、ぜ
ひ一度お越しください。
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