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     会長 有馬宏昭 

  

  本日は、来訪者はいらっしゃいませんので会長の

時間に移ります。 

  ２月２２日、人吉しごとサポートセンター主催の

講演があり参加しました。「できるリーダーのかた

づけ思考」講師は スッキリ・ラボ代表 かたづけ

士 小松 易さん。そこで、皆さんに質問です。 

１日、探し物をすることはありますか？あったとし

て、何分くらいですか？ 

 モノだけでなく、調べ物をしていて、関連のデー

タを探すなどを含めた場合、１日にどれくらい探す

時間に時間を費やすでしょうか？ 社員一人１日に

１０分さがしものをします、１月出勤２２日ですと

１年では４４時間ものを探します。１日３０分探し

物をすると１年間１３２時間、社員一人１日３０分

  国 歌  「君が代」  

  四つのテスト唱和          

  Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 

でロスする金額は時給換算しますと3,000円×0.5

＝1,500円 20人の社員だと1,500円×20日/１月×

20人×12か月＝720万円になります。 

積算しますとかなりの金額になります。 

 竹長会員の会社、浅野会員の会社の職場訪問の

際、道具を置く場所が決まっていて、万が一にも

製品に混入が無いよう徹底されたことを思い出し

ます。また、私がファンの綾瀬はるかさんが出て

いたハッピーフライトという映画では、飛行機の

整備場を見学に来た小学生が工具箱から１つの工

具を持ち帰ったため、全員で紛失した工具を探す

シーンを思い出しました。飛行機の中に万一１つ

の耕具があればどうなるか、想像したらぞっとし

ます。 

 今回のセミナーで学びました、かたづけの具体

的な方法は、割愛しますが、なるほどと思いまし

たのは、片付けが得意な人と、苦手な人とでは、

ある基本動作への意識が根本的に異なるのだそう

です。その動作とは何でしょうか？ 

それは「置く」という動作だそうです。 

書類をもらったら、机に置く前に担当に「はい課

長」と言って回すなどして机に置く前に片づけ

る。空中で選択する「空中選」といっておられま

したが、置いてしまうと探さないといけません。

置いてしまう前に片づける習慣を身に着けること

です。整理の基本は、「１日、１箇所、１５分」 

一度にやってしまおうとしないことが、コツであ

るとおっしゃっていました。書類が多い職場で

す。無理をせず即実行と思った次第です。 

 最後に、ヒットビズ特別セミナーのご案内で

す。 

 再来週の月曜日、３月１８日１８時半から人吉

商工会議所に於きましてひとよし おもてなし塾

が開催されます。テーマは「サービスを超える瞬

間」あの高野登さん、元リッツ・カールトンホテ

ル 日本支社長でありました高野さんの講演会で

す。すべての業種に必要なホスピタリティ、おも

てなしの心を学ぶセミナーです。机の上にチラシ

を置いております。今でしたら、若干空きがあり   



【次年度】      会長エレクト 水野虎彦 

 

国際ロータリー第2720地区 

  2019-20年度 

 会長エレクトセミナー報告 
       2019年3月2-3日 

    グランプラザ中津ホテル 

  

会長エレクト研修セミナー《PETS》 

Presidents Elect Training Seminars 

地区内各クラブの会長エレクト（次年度7月1日か

らクラブ会長になる人）を指導・訓練するため

に、3月中に開催される1日半のセミナー 

会長就任の資格条件 

副会長でも会長代理で「会長の時間」はできない 

 

 

2019-20年度 

国際ロータリー会長 
 
 マーク・ダニエル・マローニー 

 ジケーターＲＣ（米国ｱﾗﾊﾞﾏ州） 

 弁護士 1980年入会 

 

 Rotary Connects the World 

「ロータリーは世界をつなぐ」のテーマの下、

ロータリーの奉仕を通じて有能で思慮深く、寛大

な人々が手をとりあい行動を起こすための繋がり

を築いていきましょう！ 

１．ロータリーの成長…会員拡大 

２．家庭の重要性…家族・職業の重要性と理解 

３．内部組織の改革…既存の考え方を大きく 

          変える 

４．国連との連携…ポリオ終結への強い意志 

 

ガバナーエレクト紹介 

 瀧 満 （たき みつる） 

 中津ロータリークラブ  

 職業分類：建設業 

 1958年1月生まれ 

 小倉高等学校 

 明治大学商学部 プロ野球選手断念・・・ 
 

         「RIの危機感は半端ない！」 

 

地区スローガン 

「さあ、ロータリーの大海へ漕ぎ出そう」 

 私たちのクラブから将来の地区ガバナーを  

ますので、RQコード、FAX、電話にてお申し込みく

ださい。会長の時間を終わります。 

 

 

 

   幹事 新堀純子 

 

①連絡事項  

・指宿RCより親睦ゴルフのご案内がきています。 

 参加希望の方は事務局まで 

 「西部グループ親睦ゴルフ大会」 

  2019年4月18日(木)午前9時スタート 

  場所 指宿ゴルフクラブ開聞コース 

・別府東RCより創立40周年記念式典の案内 

  2019年5月11日(土)16時～ 

  ホテルサンバリーアネックス 

・地区ローターアクトより菊池公園お花見清掃活 

 動の案内です。 

  2019年3月24日（日）10:00～14:30 

②配布 

・ガバナー月信３月号 

③掲示 

・2/22例会に来訪されたウィントンＣホワイトさ 

 んからお礼状が届きました。 

・例会変更 熊本東RC   

※人吉RCの花見例会は3/29→4/5に変更になりまし 

 た。18時30分からです。 

 

  委員長 馬氷愼哉 

 

 

 

 

 

 

 

＊届け出欠席  丸尾・北・友永・竹長・中村・宮﨑・中川 

       戸高・小林清・武末・渕田・大久保・有村 

       尾上・村山 

＊出席免除会員  (b) 愛甲 板井 

＊メークアップ 

 2/9キッチンカー交流；新堀 

 2/23人吉中央ＲＣ創立30周年 

    堤正・寶代・宮﨑・堀川・本田・竹長・中村・丸尾 

    尾上・村山・渕田・有村・外山・岩下・板崎・大賀       

会   員   数   61名  

出 席 免 除  2名  

欠 席 者 数 15名  2 / 2 2 例 会 72.13％ 

出 席 者 数 44名 補 填 数 17名 

0名 修 正 出 席 率 100％ 

甲子園９回裏、３点差 

奇跡の逆転劇はなぜ？ 

最後のバッターになりたくない 

必死の思いが「つながった」 

会員の高齢化 

危機的状況 

正に９回裏 ３点差のピンチ 



ロータリーを成長させるには… 

 クラブの性格に合う会員 

 規則は大切だが、大目に見る 

 若い会員への気配り・寛容 

 ロータリーの中核的価値観【多様性】を認める 

 

もし、ガバナーになったら…？ 

・国際競技会・世界中のGEとの出会いはロータ 

 リー感を変えます 

・地区・全国・世界で素晴らしい人々と出会えま 

 す 

・県庁所在地以外の街でもやり方は色々 

 中津RCが証明します 

 

ロータリーの世界基準に近づこう 

ロータリーのグローバル化 

会員は外海（地域・地区・RI）に出ましょう 

地区出向者は現場（クラブ）を観ましょう 

 

つ な ぐ 
知恵を発揮し、生き延びる方策を考え、ピンチを

チャンスに「つないで」ゆく 

若い（40代・女性）会員を増やし、次世代のリー

ダーを育てて、考え方の違うそれぞれの会員の

ロータリー感を尊重した多様性に富むクラブ運営

で、クラブ・地区の発展に「つなげる」 

若い会員がロータリーの大海へ漕ぎ出せば、今ま

でと違った世界があるはずです。 

そして、そこで育った若きリーダーたちが、やが

てはクラブ会長となり、ひいては地区ガバナーを

目指す土壌が出来たとき、2720地区は素晴らしい

地区へと発展してゆくと確信します。 

 

船は港に停泊していれば安全だがそれでは船の役

割を果たせません。会員がクラブという港に船を

停泊させているだけでなく、ロータリーの広い大

海へ漕ぎ出しましょう！ 

漕ぎ出せば新しい風景・新たな価値観・に出会う 

さあ、ロータリーの大海へ漕ぎ出そう 

 

地区研修リーダー前田眞実PG 

・PETSの目的は会長エレクトが意欲を高め、役割 

  の重要性を理解する。AGと協力関係を築くこと 

・昨年1月RI理事会の決定 PETSにRAC次期会長の 

  研修を併せて行うべき 

・すでに次年度へ向けて準備が進められていま 

  す。何事も準備で80％決まる！       

   

地区よりお願い 

①災害見舞積立金として 

 会員１人あたり400円（前期200円後期200円） 

     次年度予算として被選理事会で諮ります 

②10月24日 世界ポリオデー 

 何らかのイベントを 

            ポリオ撲滅 RIは国連との連携 

 どうか宜しくお願い致します。    

地区部門の理解 

管理運営・公共イメージ 

会員増強・職業奉仕・社会奉仕 

国際奉仕・青少年奉仕・Ｒ財団 

米山奨学・地区学友会 

各部門からそれぞれ１５分のレクチャー 

 

アイデア交換  

（グループディスカッション） 

閉会 

懇親会 

 

２日目 

会長の時間について 

会長経験者の体験発表 

クラブ運営について 

地区グループ会議 

 

効果的なロータリークラブとなるため 

の活動計画の指標 

決意表明 

連絡とお願い 

 

地区大会について 

 開催日：2019年11月8日（金）9日（土） 

 場  所：中津市 

 記念講演：APU学長 出口治明氏 

 おねがい 

 １）９日の夜は日田・玖珠・湯布院・宇佐・ 

   豊後高田・別府 で宿泊をお願いします 

 ２）閉会時を満席にして欲しい 

 

総 評  前田眞実PG 

担当したPETSは４回めだが今回は最高

でした。参加者の皆さんの姿勢、眠る

人もいなかった。研修の成果はどうで

したか？ クラブ間の格差はまだまだ有

るようですが、所属愛は確実に有る。

何か変化をもたらし、良いクラブ造り

を目指してください！ 

 

以上です。ありがとうございました。 

 
 

【国際奉仕】 

 姉妹クラブ台北稻江ＲＣ創立32周年記念式典 

 参加報告（2/25～2/27） 

               幹事 新堀純子 

 

     

   

 

 

 

 



 

2/25(月)福岡空港出発前 

 
 

 

 

 

 

台北到着 
 

 

 

 

 

 

台北稻江RC 高峻弘 Hiro 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

台湾ﾗﾝﾀﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin屏東へ       

 

2/26(火) 台北稻江RC32周年記念式典へ 
     シェラトングランド台北 18：30～ 

 〔有馬・新堀・中川・井手・渡辺・石蔵・浅野・浅野夫人〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/27(水） 

 台北市内観光 

 帰国 

 

 

 

 

 

【寄付カード】 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・有馬会長 〇人吉新聞に青少年奉仕委員会主催 

 の出前講座を丁寧に載せて頂きました。ありが 

 とうございます。〇第１回交換留学生ウイン 

 キーさんから人吉RCのおもてなしに感謝する手 

 紙を頂きました。ありがとうございます。  

 〇新堀幹事、報告ありがとうございます。 

                    

 

 

             点 鐘   有馬宏昭 会長   


