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 　２０１９年９月１７日（火）

【会長報告】

◆ 9月14日(土)[香川第Ⅰ-第Ⅱ分区米山協議会-懇親会]に片岡幹事と参加してまいりました。

◆ 「短期交換留学生受け入れの御礼」文書が届いております。

【幹事報告】

◆ 2018-2019年度「地区概況」が届いておりますので配布しております。

◆ 前回例会終了後、９月の理事会を行いました。

① ９月･１０月･１１月プログラムの件　・・・・承認

◆ 「大島浩輔ガバナー公式訪問」の案内文を配布しております。＊２Ｆ鳳凰東の間です。

・次週例会日(9月24日)までに出欠返答をお願いします。

◆ 「丸亀東ＲＣ創立４５周年記念（夜間例会）」の案内文を配布しております。

10月29日(火)例会変更で10月25日(金)午後7時~ステーキハウス千萬丸亀店にて開催します。

＊受付にて会費6,500円を集金させていただきます。

・10月1日(火)例会日までに出欠返答をお願いします。

【委員会報告】　米山記念奨学会（秋山佳弘委員長）

◆ 9月14日(土)「香川第Ⅰ-第Ⅱ分区米山協議会-懇親会」が開催されました。・・・報告等

【プログラム】　❤　客　 話（ 香川第Ⅱ分区ガバナー補佐・夏見 良宏 様 ）

「日本人の心　－素直さと寛容さー」

　　　今日は、昭和6年米山梅吉さんの紹介を受け弱冠26歳で東京RCに

　　　入会した長瀬富郎さんと言う人のお話しをしたいと思います。  

　　　長瀬さんは、戦前は花王石鹸の社長を務め、戦後は昭和31年から

　　　昭和53年まで実に23年間、「ロータリーの友」の専門委員として

　　　その発展に尽くされた方で、その方がこんなことを仰っていました。

 

　　　『昔のロータリーは上流の渓谷の美しさであり、今日のロータリーは下流で何万トンもある船が

　　　自由に行き来する広大さである。今日のクラブの良い点は組織立ってきたことで、それによって

　　　文献なども完備してロータリーの勉強がしやすくなってきました。

　　　その反面欠点も生じています。そもそもロータリーとは何だろうか。

　　　ロータリーの根本にあるものは、お互いの思いやりの心をもって助け合うことです。

　　　この根本精神は昔も今も変わることはないのですが、その学び方が昔と今では違ってしまったの

　　　です。

　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか

　　２．みんなに公平か　　　４．みんなのためになるかどうか

～四つのテスト～

言行はこれに照らしてから

WEEKLY　REPORT

会 長　マーク・ダニエル・マローニー

　　丸亀東ロータリークラブ　＜第４５年度＞
　 ROTARY　CONNECT　THE　WORLD

『ロータリーは世界をつなぐ』 会長　伊賀 重夫　　 幹事　片岡 浩昌

　  2019～2020年度　第４５年度　第１１回　 通算第２１４５回例会



　　　今の人は文献などを通じて、まず思想として、観念としてロータリーを学びとります。

　　　昔は文献などというものも余りなかったので、ただ先輩との交わりのうちにおのずとそれを身に

　　　つけました。

　　　先輩は言葉でなく、態度でロータリーの神髄を伝えてくれたのです。

　　　口で教えられたものは口先でまねるだけとなり、知識として与えられたものは、頭の片隅にしま

　　　いこんでしまうということになり易い。

　　　何もかもが形式化し、上滑りしてきたように思われる。』

　　　私は、1955年（昭和30年）生れで、今年9月で64歳になります。

　　　ロータリークラブ会員の平均年齢と同じです。つまり、64歳という年齢は、今までは先輩の背中

　　　を見ながら学んでいた私も、そろそろ背中を見られる側、背中を見せる側になってきたというこ

　　　とです。私たちの年代が、これからのロータリーを考えた時、長瀬さんの言葉は大変重く「君は

　　　言葉でなく態度でロータリーの神髄を伝えることができるのか。」を問われているように感じる

　　　のです。

　　　私のような者には、まだまだ長瀬富郎さんが仰るような、言葉でなく態度でロータリーの神髄を

　　　伝えるようなロータリアンにはなれていませんが、それでも、皆さんのご指導を頂き、これから

　　　は、その言葉を意識し、今を大切に頑張っていきたいと思います。

　　　昭和53年、73歳の長瀬さんは、「日本人の心　―素直さと寛容さー」という文を「友」に寄せ、

　　　「ロータリの友」を去ったと記載されております。

【本日のニコニコ】

♣　 本日はお忙しい中。お時間を頂きましてありがとうございました。 　

香川第Ⅱ分区ガバナー補佐 ：夏見 良宏 様

♣　 夏見良宏ガバナー補佐、岸上善宜様をお迎えして ：伊賀  重夫 会長

♣　 〃 ：片岡  浩昌 幹事

♣　 〃 ：小宮山 滋 ＳＡＡ

♣　 〃 ：神原  太一 会計

♣　 〃 ：秋山  佳弘 さん

♣　 〃 ：山下  峰彦 さん

♣　 〃 ： 岡　千枝 さん

♣　 ：前山  佳裕

♣　 ： 劉　　冰

♣　 〃 ：宮武　譲 親睦活動委員

♣　 9月14日;夏見ガバナー補佐、伊賀会長、片岡幹事をお迎えして

　 　　　　　　　香川分区米山協議会を開催しました ：秋山  佳弘

♣　 会長杯取切戦ゴルフコンペで優勝しました ：久保田剛司 さん

♣　 ：久保田剛司 さん

♣　 お先に失礼して ：稲毛  謙二 さん

　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか

　　２．みんなに公平か　　　４．みんなのためになるかどうか

～四つのテスト～

言行はこれに照らしてから

ありがとうございました

善通寺ＲＣとの合同観月例会を無事終えて 親睦活動委員長

合同観月例会を無事終えて、前山委員長お疲れ様でした 親睦活動副委員長

米山奨学会・地区副委員長

日刊アマゴルフ2019：中四国大会でシニア優勝しました



【来訪ロータリアン】（２名）

●　 夏 見  良 宏 氏　（ 丸 亀 ＲＣ ）＊香川第Ⅱ分区ガバナー補佐

●　 岸 上  善 宜 氏　（ 丸 亀 ＲＣ ）

【メークアップ】（なし）

【出席報告】 　第２１４５回例会

会員総数 出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率

４０名 ３名 ３７名 ３１名 ６名 ８３.７８％

　第２１４３回例会

会員総数 出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率

４０名 ３名 ３７名 ３１名 ６名 ８３.７８％

　　＜クラブ協議会＞

　　☆ 会員増強について　※目標２名以上増加

　　2019年7月1日現在会員数 ４０名

　　2018年7月～2019年(6月末) ４０名

　　2017年7月～2018年(6月末) ３９名

　　☆ ロータリー財団（含ポリオプラス）について

　（１）昨年の一人当たりの額 １２１ドル

　（２）今年度目標額 １５０ドル

　年次寄付 ３５㌦／１人

　ポリオプラス １０㌦／１人

　ポールハリスフェロー 片岡さん

伊賀さん、枝園さん

　　☆ 米山記念奨学会について

　　（１）昨年の一人当たりの額 １５，５８９円

　　（２）今年度目標額 １６，０００円

　年次寄付 ６，０００円／１人

伊賀さん、片岡さん

秋山佳弘さん

　米山寄付金　　◎ 個人寄付を集める

　　☆ ＣＬＰについて 実行していない

　　☆ 会長賞について 応募しない

　　☆ 参加者数（予定）について

　　　　国際大会(ホノルル) ０名、　地区大会(徳島県) １７名

　　☆ 会員について　（敬意を払うべき会員）

　　　＊地区委員(現在)　秋山　佳弘氏　〔米山奨学会委員会・地区副委員長〕

　　　＊最年長者　　伊藤　弘　氏　　８７歳　　写真撮影

　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか

　　２．みんなに公平か　　　４．みんなのためになるかどうか言行はこれに照らしてから

＜９月１７日(火)現在＞

＜９月３日(火)例会分＞

　マルチプル・ポールハリスフェロー

　米山功労者（１０万円）

～四つのテスト～



　　☆ クラブの奉仕活動

　　・継続する主な事業

★第７回丸亀東ロータリークラブ杯少年剣道大会（4月12日or19日開催予定）

★未来への手紙事業

　※平成28年回収分を郵送済、今年度分を12月or1月に実施予定

★丸亀お城まつりに参加（５月３日予定）＊地区補助金を活用

★リフレッシュ瀬戸内（港湾清掃）に参加　（６月中旬予定）

　　・本年度、特に力をいれるもの

★第７回丸亀東ロータリークラブ杯少年剣道大会

【９月２４日(火)の例会】　客 話（ 出 席 委 員 会 ）納田委員長

〔Pay Pay 株式会社  営業統括本部 営業本部

　　四国ブロック ショップコンサルタント　西谷 哲也 様〕

【１０月１日(火)の例会】　大島浩輔ガバナー公式訪問

　　　【オークラホテル丸亀2F鳳凰東の間】

　　　会長・幹事会 11:30~12:15 （２F鳳凰西の間）

　　　例会・食事・客話 12:30~13:30 （２F鳳凰東の間）

　　　写真撮影 13:35~13:45 　　　　〃

　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか

　　２．みんなに公平か　　　４．みんなのためになるかどうか

　ロータリーの目的

　ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。

　具体的には、次の各項を奨励することにある。

　第１． 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。

　第２． 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に

奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。

　第３． ロータリアン一人一人が個人としてまた事業および社会生活において、日々、奉仕

の理念を実践すること。

第４． 奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワークを通じて国際理解、親善、平和

　 を推進すること。

事務所 　オークラホテル丸亀４３０号室 TEL；0877-21-6611　　FAX：0877-21-6655

例会日 　毎週火曜日　PM12:30~PM1:30 URL；http://www.marugame-east-rc.com

E-Mail；merc@soleil.ocn.ne.jp

（青少年奉仕）

（社会奉仕）

　ＭＡＲＵＧＡＭＥ　ＥＡＳＴ　ＲＯＴＡＲＹ　ＣＬＵＢ 例会場
　オークラホテル丸亀　☎23-2222

〒763-0011 丸亀市富士見町3-3-50

～四つのテスト～

言行はこれに照らしてから


