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REPORT

国際ロータリー第2670地区
ガバナー 桑原 征一
[新居浜ＲＣ]

丸亀東ロータリークラブ
会長

稲毛 謙二

平成３１年２月１２日（火）
2018～2019年度 第４４年度 第２９回

幹事

＜第４４年度＞

氏家 正俊

通算第２１１６回例会

【会長報告】
◆ ２月１０日(日)第３７回ロータリークラブ杯争奪ミニバスケットボール大会の「閉会式」に氏家幹事と
出席してきました。

【幹事報告】
◆ ≪例会変更≫
丸亀ＲＣ ⇒ ２月２１日（木）⇒12:30～ 高松地方裁判所 丸亀支部（職場例会）
観音寺東ＲＣ ⇒ ２月１９日(火)⇒18:30～観音寺グランドホテル
〃
⇒ ３月１２日(火)⇒18:30～観音寺グランドホテル
◆ 前回例会終了後、２月理事会を行ないました。
① ２月・３月・４月プログラムの件
・・・・・ 承認
★２月２６日(火)「ＲＩ創立記念夜間例会」→午後７時～お気軽割烹「渡」にて
② 第37回ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ杯争奪ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会の共催の件 ・・・・・ 承認
※「閉会式」に稲毛会長と氏家幹事が参加 共催金 ３万円
◆ ３月９日(土)Ｉ．Ｍの「公開記念講演」アグネス・チャン氏のパンフレットが届きましたので配布します。

【副会長報告】
◆ ２月１０日(日)ＰＥＴＳ（会長エレクト研修セミナー）に出席して参りました。報告は次週させて頂きます。

☬ 会長・幹事懇談会

【プログラム】

❤ 桑原征一ガバナー公式訪問

第2670地区のガバナーを仰せつかっている愛媛第Ⅰ分区
新居浜ロータリークラブ所属の桑原征一です。
丸亀東ロータリークラブの例会場（オークラホテル丸亀）は
地区内で一番の景色のいい会場だと思います。
＜桑原征一ガバナー＞

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

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

国際ロータリーの状況と、日本のロータリーでは若干の
考え方の違いがあります。国際ロータリーは世界で何か
よいことをしよう、そのために志を同じくするものは誰でも
いいよ、ということで会員拡大しているが、日本のロータ
リーでは職業を通じての職業人の集まりが伝統である。
2016年の規定審議会で職業分類を外すや、職業の内で
１業種５名までという話があるなど、日本のロータリーには
日本の伝統がある、ということを感じている方が多いので
はないかと思います。これからは日本と世界のロータリー
の調整が非常に難しくなってくるのではないかと思います。

＜バナー交換＞

私個人としては、日本の伝統はしったり守りたいという気持ちではあるが、日本全体としては国際的
な流れに乗り遅れてもいいのだろうか・・・などの意見もあります。 今現在では、この方針でいく、
という方針が出ているわけではありません。ぜひ、皆様方もロータリーのあり方、進む方向を注意を
持ってみていただき、そのうえで皆様ご自身でご判断をして頂けたらと思います。
さて、本年度のバリーラシンＲＩ会長のテーマは「インスピレーションになろう」です。 最初は意味と
して分かりませんでした。インスピレーションという言葉の意味がどうであるかということを理解しなけ
れば、ただ単にそれは何か？ということになってしまいます。丸亀東ロータリークラブのクラブ計画書
１ページ目にわかりやすい言葉で書いてあります。「一番大切なことは、前向きな変化を生み出し、
私たちが今日直面する課題に勇気と希望、そして創造性を持って正面から立ち向かう意欲をクラブ
地域社会、そして組織全体から引き出すため『インスピレーション』となる必要があるのです。」と。
自分自身だけでなく、皆様方の“正面から立ち向かう意欲”をどうやって引き出すかと捕らえました。
皆様に対し、前進する力、あるいは前進する気持ちというものをもって頂くための起爆剤となる、それ
が「インスピレーションになろう」ということだと思っています。ロータリアンが自分だけ、ということでは
なく、クラブの皆様方に対し刺激を与え、変革の手助けをする、そういう存在になるということです。
そして、ぜひ、地域を、クラブを変えていく力になって頂きたい。特に若い方に期待したいと思ってい
ます。その上で、私の本年度ガバナー方針「共に考え、共に行動しよう！」という言葉に決めさせて
頂きました。自分がガバナーという立場になって、しっかり勉強するために皆様が活動している各委
員会の現場に一緒に立会い、自分の目と体で体験させて頂くという思いで参加させて頂きました。
各委員会で努力され、その結果の事業を知って、心から感動しました。
最期に『Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙ』への登録をよろしくお願いします。
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全国で鳴り響け！
東京ＲＣ創立＆日本のロータリー１００周年を祝う鐘
日本のロータリー100周年実行委員会
記念事業等委員会

1920年に日本で初めて創立した東京ロータリークラブ（ＲＣ）が
2020年10月20日で創立100周年を迎えます。
これは同時に、日本のロータリーが100周年を迎えることでも
あります。
この100周年という大きな節目に向け、日本のロータリー100
周年実行委員会ではさまざまな取り組みを計画しております。
その一つとして、ロータリーの会合で使われる日本のロータリー
100周年記念ゴング（鐘）を東京ＲＣと共に製作し、国内全３４
地区にお贈りすることにしました。
この鐘は2018-19年度、2019-20年度のガバナーがガバナー
公式訪問の際に持参し、各クラブの会長に例会で点鐘していた
だくことで、また、各種ロータリーのイベントで使っていただくこと
で、国内全地区、さらには全てのロータリアンの間で、日本のロ
ータリークラブの始祖ともいえる東京ＲＣの創立100周年、そして
日本のロータリー100周年祝う機運を盛り上げていこうというもの
です。
皆で高らかに鐘を鳴らして、100周年をお祝いしましょう！

～全国のロータリアンの皆さまへ～
東京ＲＣは、米山梅吉と福島喜三次の出会いに始まります。
1918年1月、米山は、日本政府の財政調査団に加わって渡米。ダラスＲＣ会員の福島に会い
初めてロータリー運動に接し、大いに心を動かされました。
帰国後、米山は２年余り、ロータリー精神と組織の研究に努めました。
当時の日本は経済も不安定で、ロータリー精神が容易に受け入れられるような状況ではあり
ませんでしたが、米山の熱意が少しも衰えることはありませんでした。
1920年1月には福島も帰国、創立に向け具体的な準備作業が進められました。
創立総会は10月20日、会員24人で開催されました。
総会では初代会長に米山、幹事に福島を選び、国際ロータリー（ＲＩ）に加盟を申請、翌年4月
に承認されました。
2020年に東京ＲＣは「祝！ 100周年 原点に立つと未来がみえる、Ｐａｒｔｉｃｉｐａｔｅ！」を合言葉
に創立100周年を祝賀するとともに、クラブの未来を見つめる機会にしたいと考えています。
2005年にシカゴＲＣの創立100周年をロータリーの創立100周年として祝ったのと同様に、
2020年には日本のロータリー100周年実行委員会のスローガン「日本ロータリー100周年、
超我の奉仕に魂を！」のもと、日本中のロータリークラブで祝い、共に発展を目指したいと思い
ます。
東京ＲＣ100周年準備委員会委員長
吉澤 審一
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【本日のニコニコ】
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丸亀東ロータリークラブ 公式訪問記念 ： ＲＩ2670地区 ガバナー 桑原征一様
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丸亀東ロータリークラブ 公式訪問記念 ： 香川第Ⅱ分区ガバナー補佐 藤井孝一様
桑原ガバナー、藤井Ｇ補佐、秋月様をお迎えして
桑原ガバナー、藤井Ｇ補佐、秋月様をお迎えして
桑原ガバナー、藤井Ｇ補佐、秋月様をお迎えして
桑原ガバナー、藤井Ｇ補佐、秋月様をお迎えして
桑原ガバナー、藤井Ｇ補佐、秋月様をお迎えして
桑原ガバナー、藤井Ｇ補佐、秋月様をお迎えして
桑原ガバナー、藤井Ｇ補佐、秋月様をお迎えして
桑原ガバナー、藤井Ｇ補佐、秋月様をお迎えして
会長、幹事にﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会に出席していただいて

：稲毛 謙二
：伊賀 重夫
：氏家 正俊
：片岡 浩昌
：小宮山 滋
：秋山 佳弘
：山下 峰彦
： 岡 千枝
：前山 佳裕

会長
副会長
幹事
副幹事
Ｓ･Ａ･Ａ
さん
さん
さん
青少年奉仕委員長

【来訪ロータリアン】 （３名）
桑原
♣
秋月
♣
藤井
♣
【メークアップ】

征一 氏 （ 新居浜 ＲＣ ）
伸治 氏 （ 新居浜 ＲＣ ）
孝一 氏 （ 琴 平 ＲＣ ）

（なし）

【出席報告】
会員総数

３９名

＜２月１２日（火）現在＞

第２１１６回例会
出席免除会員数 出席計算会員数

３名

３６名

出席会員数 欠席会員数

３０名

３９名

出席免除会員数 出席計算会員数

３名

３６名

８３．３３％

＜１月２９日（火）例会分＞

第２１１４回例会
会員総数

６名

出席率

出席会員数 欠席会員数

３０名

６名

出席率

８３．３３％

【２月１９日（火）の例会】 ＰＥＴＳ報告；ＤＴＴＳ報告
【２月２６日（火）の例会】 ＲＩ創立記念夜間例会 （会長・幹事）

【お気軽割烹「渡」

午後７時～】

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。
付記：「ロータリーの目的」の 4 つの項目は、等しく重要な意味を持ち、また同時に行動 を
起こさなければならないものであるということで、RI 理事会の意見が一致している。
オークラホテル丸亀 ☎23-2222
ＭＡＲＵＧＡＭＥ ＥＡＳＴ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ
例会場
〒763-0011 丸亀市富士見町3-3-50

事務所
例会日

オークラホテル丸亀４３０号室
毎週火曜日 PM12:30～PM1:30

TEL：0877-21-6611 FAX：0877-21-6655
URL：http://www.marugame-east-rc.com
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