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 　２０１９年４月２日（火）
　  2018～2019年度　第４４年度　第３６回　 通算第２１２３回例会
　≪新入会員紹介≫

☬　 本日、黒木五朗様が入会されました。(有)大三スチール・代表取締役　Ｓ４９．５．５

　 よろしくお願いいたします。

　【会長報告】　　◆　な　し

　【幹事報告】

◆ 本日例会終了後、４月理事会を行ないますので役員・理事の方はお願いします。

◆ 次週（4/9）例会は【４月６日(土)・７日(日)岡山後楽園ＲＣ創立３０周年記念式典に参加】に例会変更して

　 おります。　岡山に行かれる方はよろしくお願いします。

　【プログラム】　❤　地区研修・協議会報告 （地区研修・協議会出席者）

2019-2020年度

国際ロータリー第2670地区　ガバナー方針

　

ガバナー　　大 島 浩 輔

2019-2020年度、国際ロータリー、マーク・マローニー会長（米国・アラバマ州）のテーマが発表され

ました。“Rotary Connects the World”：「ロータリーは世界をつなぐ」。

「ロータリーの存在が、今迄出会うことの無かった人々、職業上の機会、そして私達の支援を必要

とする人々とのつながりをもたらしてくれます。」が正式なテーマの解釈です。

一見、分かり易く感じますが、つながりを世界（World）とする事により、限りなく解釈が広がっていき

ます。先ずは“Rotary Connects Us”：「ロータリーは私達をつなげてくれる」から始め、さらなる「つ

ながり」の発展を目指せれば、と愚考いたしております。

地区運営方針としまして「情熱と追求」、パッション（passion）は2016-17年度、前田直俊パストガバ

ナー様の地区スローガン、そしてパシュート（pursuit）「追求」はクラブ内での、地区でのそして地区

を越えた活動を皆様と共に探し求めて参りたいという私の覚悟であります。冬季オリンピック・パラリ

ンピック競技での日本チームのお家芸、パシュート競技の様に、良い結果を得られるよう精進いた

したく願っております。

具体的に情熱をもって追求し、実現を目指したい項目は：

　☆クラブ内での会員の「立ち位置」「居場所」をみつける、地区出向の勧め

　　※会員増強、特にＲＩ会長からの要請による女性会員の増強、及び職業分類表の活用

　　※クラブ内での研修委員会の充実

　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
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「パッション＆パシュート：情熱と追求」

国際ロータリー第2670地区2019-2020年度



　　※青少年奉仕部門の更なる充実（国際協議会に60名のローターアクターが初参加）

　　※青少年交換事業の継続、プログラムの更なる充実と強固な危機管理対応構築

等々がありますが、☆印「立ち位置・居場所」に関しましては、会員の皆様のクラブ内での役割、

果たすべき責任を明らかにすることにより、本人が活躍、躍動し、クラブに、地区に人材が育成

されることにより、現在の多岐に亘る活動の継続、そして会員の退会防止につなげるということ

を期待いたします。

前年度に続きロータリーが最も重視している目標はポリオの根絶を行う事です。

マローニー氏も繰り返しポリオ撲滅の為の財源の拠出を口にしておられました。

詳細に付きましては追々と説明、お願いを繰り返させていただきますが、ポリオ撲滅という共通

の目的を揚げ、「世界につなげよう」という事です。

ポリオ撲滅の次となる大きなロータリーの目標はロータリー平和フェローの継続養成です。世界

の6大学に設置されたロータリー平和センターより（指定大学の追加が検討されています）毎年

100名の平和フェローが誕生し、平和と紛争予防・解決に向けて努力を積み重ねています。まさ

に「世界につながろう」ですが、フェローとなる為の基準が高い、また私達の地区には馴染みが

薄い、等々と問題を残していますが、平和フェローに対して認識を深めていく必要を強く感じてい

ます。また、平和センターの維持、平和フェローの育成の為の寄付の拠出をお願いいたします。

実はマローニー氏が最初に述べた言葉はテーマに関しての説明ではありませんでした。それは、

「ロータリーを成長させること、すなわち奉仕活動やプロジェクトのインパクトを強力なものとする、

その為には最も重要なこととして会員増強に努めることです。」でした。前途の※印で述べさせて

いただきましたが、皆様には会員の増強に全力を尽くしていただきたくお願い申し上げます。

今回の国際協議会でも、女性会員の増員が急務であると明確に強調がなされました。

会員増強に皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げる次第です。

長期交換・短期交換事業は長きに亘って私どもの地区に浸透し、素晴らしい実績を積みあげて

います。しかしながら、長期・短期共に危機管理の問題は常に重たい課題として現存しています。

真摯に取り組む覚悟が必要です。

また青少年奉仕部門ではインターアクト、ローターアクト、ライラセミナーに取り組んでいただいて

おります。以上述べましたプログラムに係っておられる委員の皆様はプロフェッショナルそのもの

です。これらのプロジェクトの継続には新らしい力が必要です。沢山のクラブより新しい、意欲に

満ちた人材の輩出に期待をしたいものです。是非クラブ内での人材育成にお取り組みいただけ

ますようお願い申し上げます。

　　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。
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“Ｍｙ Rotary”への会員登録数を増やして貰えるよう強い要請があります。

また「クラブセントラル」の積極的な活用が促されています。先ずは「マイ　ロータリー」の登録です

が新しい手引書が日本ロータリー事務局で発行されています。

今迄、途中まで登録作業を進めれら、断念された方々にも（私もそうでした）容易に登録が可能と

のこと、是非チャレンジを試みてください。豊富なロータリー情報が待っております。

最後に財団へ、そして米山記念奨学会への寄付のお願いです。米山奨学会の伝統の灯を絶や

さないためにも、金額の大小にかかわらず、会員の皆様のご厚志を期待申しあげております。

財団への寄付も然りです。

お仕事の忙しい中、また優先すべき諸所の事情がある中、例会に集い、青少年のために真摯な

活動をし、地域のために尽くし、貴重な浄財を寄進いただき、皆様のロータリー活動に心からの

敬意を表したく存じます。それこそ、ロータリーは私達の奉仕の活動を通じて会員の一人ひとりを

つないでいるのではないでしょうか。

ガバナーとしての役割は、皆様のクラブのクラブ会員様が快い環境の中で、素晴らしいロータリー

活動が全うできますようお手伝いをすることです。

毎年のように国際ロータリーでは規約、規制の緩和を打ち出しています。マローニー会長のスピー

チの中には更なる新しい、柔軟なロータリーに対する姿勢も打ち出されており、理解には時間がか

かりそうですが、正しい道でなかろうか、と感じさせられます。同時に戸惑う内容も含まれています。

繰り返しとなりますが、ガバナーとしての役割はクラブ内で、そして更に発展し地区で、会員の皆様

が奉仕の精神でもって輝いてくださることを応援することだと心得ております。

どうぞ、一年間ご支援のほどよろしくお願いいたします。

　【本日のニコニコ】

♣　 2019～2020年度地区研修・協議会に出席して

　　 会長 ：伊賀　重夫 さん

♣　 〃 幹事 ：片岡　浩昌 さん

♣　 〃 会計 ：神原　太一 さん

♣　 〃 クラブ奉仕 ：氏家　正俊 さん

♣　 〃 職業奉仕 ：  中　 哲生 さん

♣　 〃 国際奉仕 ：本間　愛典 さん

♣　 〃 ロータリー財団 ：  岡　 千枝 さん

♣　 〃 ：田中　  誠 さん

♣　 〃 クラブ広報 ：山下　孝志 さん

♣　 新入会員の黒木五朗さんの入会を喜んで ：稲毛　謙二 会長

♣　 新入会員の黒木五朗さんの入会を喜んで ：伊賀　重夫 副会長

♣　 新入会員の黒木五朗さんの入会を喜んで ：小宮山　滋 Ｓ･Ａ･Ａ

♣　 新入会員の黒木五朗さんの入会を喜んで ：大塚　秀人 さん

♣　 新入会員の黒木五朗さんの入会を喜んで ：塩野　拓二 さん

♣　 ：  原　 将嘉 親睦活動委員長

♣　 枝園建設の丸亀の資材置場が完成しました ：枝園　裕子 副Ｓ･Ａ･Ａ＜ＷBIG＞

♣　 親睦ボーリング大会で最大１３４のハンデをもらって優勝してしまいました。 ：永井 理絵

♣　 一人息子が無事に大学を卒業して、なんとか、就職することができました。 ：永井 理絵

　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

ボーリング大会を無事終えて。永井さん優勝おめでとう☆

　報告を無事終えて

（代理）会員増強・維持・退会防止



　【来訪ロータリアン】　（なし）

　【メークアップ】　（なし）

　【出席報告】 　第２１２３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２１２１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

３９名 ３名 ３６名 ３０名 ６名 ８３．３３％

　【４月９日（火）の例会変更】→４月６日(土)・７日（日）

　　　　　　　　　岡山後楽園ロータリークラブ　創立３０周年記念事業に参加

　　　　＊４月６日（土）１８：３０～　歓迎晩餐会　＜アークホテル岡山＞

　　　　＊４月７日（日）７：３０集合　記念ゴルフコンペ　＜鬼の城ゴルフクラブ＞

　　　　＊　　　〃 　　　１７：３０～　記念式典・祝賀会　＜アークホテル岡山＞

　【４月１６日（火）の例会変更】→４月１４日（日）

　　　　　　　　　第６回丸亀東ロータリークラブ杯少年剣道大会（青少年奉仕委員会）

　　　　　　　　　　【サンビレッジ土器川　11時～会場準備、12時～昼食、13時～開会式】

　【４月２３日（火）の例会】　会 員 卓 話　（宮武 譲 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。
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＜３月１６日(火)例会分＞

＜４月２日（火）現在＞


	Sheet1

