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氏家 正俊

通算第２１１７回例会

【幹事報告】
◆ 次週（２月２６日）の例会は「ＲＩ創立記念夜間例会」となっております。午後７時より「お気軽割烹
“渡”」にて行いますので、時間厳守でお集まりをお願いします。
◎参加される方は当日受付にて５，０００円を集金させていただきます。
◆ 丸亀市バスケットボール協会より「第３７回ロータリークラブ杯争奪ミニバス大会共催のお礼状」
が届いております。
◆ 2019年度ホストファミリー大募集のパンフレットが届いております。
◆ 2019～2020年度短期交換派遣学生についての文書が届いております。
◆ 第４３回ロータリー少年少女キャンプの申し込みについての文書が届いております。
◆ 食育・貧困の連鎖・子供食堂３事業報告依頼文が届いております。
◆ 伊賀次期会長より、次年度（第４５年度）２０１９～２０２０年度理事・委員会構成、ＰＥＴＳの資料
から次期ＲＩ会長方針、次期大島ガバナー方針を配布しておりますのでよろしくお願いします。

【委員会報告】 親睦活動委員会；原 将嘉 委員長
◆ 観桜会＆親睦ボーリング大会のご案内
３月２６日(火)丸亀スターボウルにて開催しますので、多数のご参加をお願いします。

【プログラム】 ❤ ＤＴＴＳ（地区研修セミナー）報告 （秋山 佳弘 次期米山地区副委員長）
２月１０日（日）徳島グランヴィリオホテルにて会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）、地区チーム
研修セミナー（ＤＴＴＳ）が開催されました。
「標準ロータリークラブ定款」に「クラブの目的」が追加されました。
「第三条 クラブの目的
本クラブの目的は『ロータリーの目的』の達成を目指し、五大奉仕部門に基づいて成果あふ
れる奉仕プロジェクトを実施し、会員増強を通じてロータリーの発展に寄与し、クラブのレベル
を超えたリーダーを養成することである。
常設委員会が明文化。
・クラブ管理運営委員会 ・会員増強 ・公共イメージ
・ロータリー財団 ・奉仕プロジェクト
必要に応じて追加の委員会を任命できる。
＜公式訪問＞・・・・１０月１日（火）予定

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

ロータリーの礎は「つながり」です。若い弁護士としてシカゴにやって来た
ポール・ハリスがロータリ ーを創設した最大の理由、それは見知らぬ街
でほかの人たちと「つながる」ことでした。それから1世紀以上が経った今
私たちの周りには、ポール・ハリスの時代には想像もできなかったような
友情と ネットワークを築くための方法が数多く存在します。
それでも、ロータリーにおける「つながり」は独特であり、ほかに類を見ま
せん。
国際ロータリーには、地域社会とつながり、職業のネットワークを広げ、強くて末永い関係構築が
できる確固とした使命と構造があります。会員による数多くのプロジェクトやプログラム、ポリオ撲
滅活動におけるロータリーのリーダーシップ、国連との協力などを通じ、私たちはグローバルコミュ
ニティとつながっています。 私たちの奉仕活動は、同じ価値観を共有し、より良い世界のために
行動したいと願う人びとの結びつきをもたらします。また、ロータリーがなければ出会うことがなか
った人びと、共通の考えを持った人びと、私たちの支援を必要とする人びととつながり、世界中の
地域社会で人生 を変えるような活動を行うことを可能にしています。
21世紀の新たな10年の始まりに、私たちはロータリーの未来を形作っています。2019-20年度、
ロータ リーは新しい戦略計画を実行に移し規定審議会が採択した革新性に応え、より活性化さ
れた重点分野において活動します。しかし、ロータリーの未来を形作る本当の場所はクラブです。
刻々と変化する現実に対応するために、ロータリーはクラブに注力していかなければなりません。
クラブはロータリーでの経験の中心部ですが、今ではクラブのあり方をより創造的かつ柔軟性を
もって決めることができます。これには例会の方法や、何をもって例会とするかを検討することも
含まれます。会員増強のアプローチにおいては、組織立った戦略的・革新的な方策が必要です。
そうすることで、地域社会とのより広く、深いつながりができるだけでなく、より多様な会員に魅力
を感じてもらい、積極的な参加を促すことができるでしょう。
実際のところ、ロータリーは家族です。そうであるにも関わらず会員組織の構造やリーダーシップ
の要求などがあることで今日の若い職業人にとってはロータリーが手の届きにくい存在となって
いるようです。ロータリーは、家族との時間を犠牲にするのではなく、家族との時間を補うような
経験を提供する場である必要があります。クラブが温かく、みんなを受け入れるような雰囲気が
あれば家族と奉仕活動は両立でき、家族志向の若い職業人にロータリー奉仕や市民としての
参加の機会を提供できます。また、ロータリーの役職に対する期待事項を、多忙な職業人にあわ
せて現実的かつ管理可能なものとすることで、将来ロータリーのリーダーとなる次世代のロータリ
アンのスキルを高め、ネットワークを築くことができるでしょう。
2019-20年度には、「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、寛大な人びとが手を取り合い、行動を起こすためのつながりを築いてまいりましょう。

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

大島 浩輔

（Kosuke Ooshima）

生年月日
所属ＲＣ
職業分類
現住所
趣味

１９５２年 ６月 ２日
徳島プリンスロータリークラブ
医療機器販売
徳島市佐古一番町11-4
Classic音楽鑑賞

国際ロータリー第2670地区、2019‐20年度ガバナーを務めさせていただきます、徳島プリンス
ロータリークラブ大島浩輔です。
徳島プリンスロータリークラブは1993年1月22日徳島西RCスポンサークラブの元、チャーターメン
バー53名（内女性会員2名）で創立しました。同年2月8日、RIの承認を得、日本国内2048番目、
2670地区70番目、徳島県内17番目、徳島市内7番目のクラブで2018年創立25周年を迎えました。
現在会員数72名在籍中です。例会場は毎金曜日、徳島グランヴィリオホテル（旧徳島プリンスホ
テル）、午後12:30点鐘となります。
クラブ創立より25年を経て、歴代会長、幹事の自由闊達な発想、柔軟なクラブ運営により、親睦活
動の途切れることの無いクラブとして発展をして参りました。また、会員同志の研鑚により、ロータリ
ークラブの理想を追求し、理念の理解を深めて参りました。また、国内外に於ける奉仕活動にも積
極的に参加をしています。
2019‐20年度は私、大島が稲山三治PG年度（2007‐08年度）より12年の歳月を経て、クラブより
二人目のガバナーの職責を仰せつかる栄を得ました。
もとより浅学菲才、背負う責任の重さは計る事ができませんが、クラブの皆々様、分区、地区の
多くの同志の方々のお力をお借りし、準備を進め、ガバナーとして少しでも皆様のお役に立つこ
とが叶います様精進して参る所存です。
地区内外の多くのロータリアンの皆様の応援を胸に秘め、自分磨きの旅を当分の間続けて参り
ます。 どうぞよろしく暖かい応援のほどをお願い申しあげます。

～香川第Ⅱ分区ガバナー補佐～

夏見 良宏

（Yoshihiro Natsumi）

所属ＲＣ
職業分類
ＲＣ役職歴

丸亀ロータリークラブ
口腔外科
2002年10月/丸亀ロータリークラブ入会
2017-2018年度/丸亀ロータリークラブ会長
ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

受賞歴

この度、2019-2020年度香川第二分区ガバナー補佐を拝命しました丸亀ロータリークラブ所属の
夏見良宏です。
丸亀ロータリークラブでは、2017-2018年度会長としてご指名いただき、会員の皆様方の暖かい
ご支援とご協力のもと、6月に無事その大役を終え、ホッと一息ついていましたところ、この度、
クラブの推薦を受け、又また大役を務めさせていただくこととなりました。
ロータリー歴16年、この間、ロータリーを深く学ぶことなく過ごしてきた私に、多くのロータリアンと
知り合える機会と、多くの学びの場を与えてくださいました丸亀ロータリークラブの皆様のご厚誼
に心より感謝申し上げます。
お引き受けした以上はロータリーの名を汚すことなく、一生懸命精進してまいりたいと存じます。
ロータリークラブは、素晴らしいクラブです。
これはひとえに、ロータリーの名のもと、奉仕の理想に集いし先人たちの努力の賜物です。
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ポールハリスはロータリー40周年に際し、
「すべてがうまくいっていると思うなら、神よあわれみたまえ、ロータリーの終焉は近づいている。
ありがたいことにロータリーはどの部分も改善せずによいという箇所はない」と述べています。
今を生きる私たちの使命は、この素晴らしいクラブをもっと素晴らしいクラブに改善し、そして、
次世代にバトンタッチしていくことです。
浅学非才の身ではございますが、精一杯大島ガバナーを補佐し、クラブと地区の懸け橋になれる
よう補佐の仕事に全力で取り組んでまいりますので、なにとぞご指導、ご協力のほど宜しくお願い
申し上げます。

【本日のニコニコ】
♣
♣
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本日、ＰＥＴＳ報告ができなくて すみません
ＰＥＴＳ、ＤＴＴＳに伊賀会長エレクトと徳島で参加して
秋山佳弘・次期地区米山副委員長の報告を拝聴して
秋山佳弘・次期地区米山副委員長の報告を拝聴して

：伊賀
：秋山
：氏家
： 岡
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副会長
さん
幹事
さん

【来訪ロータリアン】【メークアップ】 （なし）
【出席報告】

＜２月１９日（火）現在＞

第２１１７回例会

会員総数

出席免除会員数 出席計算会員数

３９名

３名

３６名

出席会員数 欠席会員数

３０名

出席免除会員数 出席計算会員数

３９名

３名

８３．３３％

＜２月５日（火）例会分＞

第２１１５回例会
会員総数

６名

出席率

３６名

出席会員数 欠席会員数

３０名

６名

出席率

８３．３３％

【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」
【３月 ５日（火）の例会】 会 員 卓 話

午後７時～】

（正田 順治 新会員）

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。
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

事務所

オークラホテル丸亀４３０号室

TEL：0877-21-6611

例会日

毎週火曜日

URL：http://www.marugame-east-rc.com

PM12:30～PM1:30

FAX：0877-21-6655

E-Mail：merc@soleil.ocn.ne.jp

