
　　　Rotary　International　2017-18 　　　国際ロータリー第2670地区
　　　　会長　イアンＨ．Ｓ．ライズリー 　　　　　ガバナー　柳澤 光秋
　テーマ

　　　　ロータリー：変化をもたらす

 　平成２９年１１月２１日（火）
　  2017～2018年度　第４３年度　第２０回　 通算第２０５８回例会
　　≪会長ひとこと（ふたこと）≫

　　　　　テーマ　 （イノベーション　 パラダイムシフト　 幸福）

　自分を大事にする人がうまくいく
　「楽しみながら成功を続ける６つの方法」
　「幸福感は生産性を１２％高める」

　エマ・セッパラ　　　1,600円　大和書房
　 　

１．今この瞬間に集中する。
２．エネルギーをコントロールする。
３．ストレスから回復する。
４．何もしない時間を持つ。
５．自分に優しくする。
６．他人に思いやりを示す。　 最悪な日　他人の相談事　思いやり⇒嫌な気分を忘れる。

マインドフルネス、座禅　　⇒呼吸法

　◐ 受動喫煙についての規制を大幅に緩和へ（11月16日）
　　厚生労働省は、受動喫煙の規制強化について、店舗面積150平方メートル以下の飲食店の
　　喫煙を可能とする案を検討していることがわかった。当初案の「床面積約30平方メートル以下
　　のバーやスナックのみ喫煙可能」から、大幅に規制を緩和した内容となる。来年の通常国会
　　への改正健康増進法案の提出を目指す方針。
　◐ 男性の育休取得率引き上げに向けた協議会設置へ （11月13日）
　　政府は、男性の育児休業所得率を引き上げるため、厚生労働省のほか、経団連などの経済
　　団体や各業界のトップ企業で構成される協議会を2018年に設置する方針を示した。2016年度
　　の男性の所得率は過去最高の3.16％（女性は81.8％）だったが、男性が自らキャリア形成へ
　　の影響を懸念して申請しないケースが多くなっている。
　◐ マイナンバーと年金情報の連携　３月から順次導入へ （11月10日）
　　政府は、日本年金機構と自治体がマイナンバーを使った個人情報の共有を可能とする政令を
　　閣議決定した。年金事務所での手続きで課税証明書などが不要になったり、自治体で各種手
　　当の申請を行う際にも年金書類が不要になったりする。来年1月から稼働テストを開始し、3月
　　から順次導入する考え。

１．個人的な評価　　「有意義で楽しいの地区大会」　９６点

　　マイナスポイント　　○セレモニーの時間が長い

　　　　　　　　　　　　　　○会場が分散されて臨場感が希薄化

２．個人的に地区大会の求めるもの

　　　①他県、他地区、他クラブの知人と会える事

　　　②ロータリーの規模、有益性を確認できる　　　登録1,900名

　　　③講演会　　タイムリー　プレゼン

３．会長・幹事会
　

　四つのテスト 　　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

　　柳澤ガバナー

言行はこれに照らしてから

WEEKLY　REPORT

　　丸亀東ロータリークラブ　　＜第４３年度＞　 ROTARY：MAKING A DIFFERENCE
会長　名倉 良成　　 幹事　塩野 拓二

スタンフォードの最新「成功学」　講義

労働・社会保険の情報

　　【プログラム】　❤ 地区大会報告（会長・幹事）　　2017年11月18日(土)19日(日)高知県にて開催



　　前年度の実績報告　　会計報告　　決議報告

　　　　　　　　　　　　　　　　ガバナーノミニー　デジグネイトの発表・挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　　事業報告　　財団、米山、国際奉仕、会員増強、青少年奉仕

４．本大会１日目

　　財団奨学生、地区奨学生、米山奨学生、長期交換生、インターアクト、ローターアクト、ＲＹＬＡ

　　基調講演　司　葉子　『ロータリーと私」

５．大懇親会　　　会場が分かれているのが残念

６．本大会２日目

　　前年度　実績　　表彰　　ＲＩ2670地区　クラブ・個人

　　表彰者

　　　マルチプルポールハリスフェロー　　小宮山、山下峰、田中

　　　ポールハリスフェロー　　片岡

　　　米山功労者　　　枝園、秋山佳（２）、山下峰、小宮山、納田

　　基調講演　ケント・ギルバード　『面白大国ニッポン」

　　＜プログラム＞大会第１日目　　11/18(土) 　＜プログラム＞大会第２日目　　11/19(日)

　　本会議　（高知県民文化ホール） 　　本会議　（高知県民文化ホール）

13:00 オープニングアトラクション 山田太鼓・よさこい 　9：00 開会、点鐘 柳澤ガバナー

13:15 開会、点鐘 柳澤ガバナー ロータリーソング斉唱 浦田健治

国歌、ロータリーソング斉唱 浦田健治 9:05 第2670地区現況報告 柳澤ガバナー

開会の言葉 松野宏司 9:10 ＲＩ会長代理挨拶 安満ＲＩ会長代理

13:25 ＲＩ会長代理、来賓紹介 柳澤ガバナー 9:15 表彰

13:30 物故会員追悼、黙祷 柳澤ガバナー ☆ＲＩ部門

13:40 参加クラブ紹介 ガバナー補佐 ☆第2670地区部門

歓迎挨拶 石川　健 ☆ロータリー財団部門

14:10 来賓挨拶 尾崎高知県知事 ☆米山記念奨学会部門

14:30 大会記念事業発表 岡崎高知市長 　 　　※米山功労者メジャードナー
14:30 ガバナー挨拶 柳澤ガバナー 　 　　　　　　秋山　佳弘　氏
14:40 ＲＩ現況報告 安満ＲＩ会長代理 9:50 各委員会報告

15:00 特別参加者紹介 10:00 記念品贈呈

＊財団奨学生、地区奨学生、米山奨学生 　

　長期交換学生、インターアクトクラブ 10:15 ガバナーエレクト紹介、挨拶

　ローターアクトクラブ、ＲＹＬＡ ガバナーノミニー紹介、挨拶

15:50 新会員紹介 ガバナーノミニーデジグネート紹介

16:10 休憩 10:30 次期地区大会開催地発表

16:25 基調講演「ロータリーと私」 司　葉子 次期地区大会ホストクラブ挨拶

17:30 点鐘、閉会 柳澤ガバナー

　　懇親会　（ザクラウンパレス新阪急高知） 10:40 ＲＩ会長代理所感 安満ＲＩ会長代理

18:00 開宴、開宴の挨拶 柳澤ガバナー 10:45 ガバナー挨拶 柳澤ガバナー

　　　　 市長挨拶 岡崎高知市長 10:50 点鐘 柳澤ガバナー

　　　　 乾杯 前田直前ガバナー 休憩

18:30 記念ゴルフ大会表彰 関　淑公 11:00 基調講演「面白大国ニッポン」

19:50 閉宴の挨拶 掛水ガバナー補佐 　　

20:00 手に手つないで斉唱、閉宴 浦田健治 12:00 お礼の言葉、閉会 柳澤ガバナー

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。

　　　米山功労者メジャードナー

　Ｒｉ会長代理、直前ガバナー、直前代表幹事

　　2018年１０月２７日(土)２８日(日)

愛媛県新居浜市にて開催

ケント・ギルバート　

秋山佳弘氏　表彰



クラブ紹介 　オープニング；よさこい

　　基調講演：

　　　　　　　　　→松ちゃん

　ぎょうざ

　　【本日のニコニコ】

☬ 地区大会を無事終えて ：名倉　良成 会長

☬ 地区大会を無事終えて、皆様ありがとうございます。 ：塩野　拓二 幹事

☬ 地区大会のご報告をお聞きして ：  岡　 千枝 Ｓ･Ａ･Ａ

　　【来訪ロータリアン】【メークアップ】（なし）

　　【出席報告】 　第２０５８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 ３３名 ４名 ８９．１９％

　第２０５６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 ３３名 ４名 ８９．１９％

　四つのテスト 　　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

ケント・ギルバート様

基調講演：司葉子様

＜１１月２１日（火）現在＞

懇　親　会

二次会♪

＜１１月７日例会分＞

　　　　→日曜市・いも天　



　　【１１月２１日（火）例会プログラム】

客　　話　〔米山奨学生　解　馥竹（ｶｲ ﾌｸﾁｸ）様〕　　担当（岡 千枝 Ｓ・Ａ・Ａ）

国籍；中国　　　　学校名、学部；香川大学教育学部２年生

お世話クラブ；高松北ＲＣ　　　カウンセラー；三好弘泰様

　　【１２月５日（火）例会プログラム】

年　次　総　会　　（会長・次期会長）

　　１１月２３日(祝木）エリエールゴルフクラブにて第１１回香川県ロータリークラブ
　　親睦ゴルフ観音寺大会開催されました。
　　　☆団体優勝連覇！を期待していましたが、結果は「団体６位」でした(*_*;

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。
　オークラホテル丸亀　☎23-2222

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

表彰式 ベスグロ：久保田さん 個人;４位：山下さん

〒763-0011 丸亀市富士見町3-3-50　ＭＡＲＵＧＡＭＥ　ＥＡＳＴ　ＲＯＴＡＲＹ　ＣＬＵＢ 例会場
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