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インスピレーションになろう

会長

２０１９年４月２３日（火）
2018～2019年度 第４４年度

稲毛 謙二

第３９回

幹事

＜第４４年度＞

氏家 正俊

通算第２１２６回例会

【会長報告】
◆ 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して参りました。
◆ ４月１４日(日)高松西ＲＣ創立５０周年記念式典に氏家幹事と参加して参りました。

【幹事報告】
◆ 次週（4/30）は祝日のため、お昼の例会はお休みです。次々週（5/7）は5月3日(祝金)丸亀お城まつり
に参加例会と例会変更しておりますので、お昼の例会はお休みです。

【副幹事報告】
◆ 2019-2020年度炉辺会合を明日（4/24）A日程、明後日（4/25）Ｂ日程を開催しますので、ご参加の程
よろしくお願いします。

【委員会報告】 （社会奉仕委員会）山下孝志委員長
◆ ５月３日(祝金)丸亀お城まつりに参加ご協力していただける方はよろしくお願いいたします。

【地区研修・協議会報告】 （次期社会奉仕委員会）山下峰彦委員長
【プログラム】 ❤ 会 員 卓 話 （宮武 譲 新会員）
株式会社 ミヤタケ塗装
塗装工事業

代表取締役

（事業所：丸亀市郡家町1218-1）

昭和44年9月28日生まれ
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本日、会員卓話を無事終えて

：宮武

宮武さんの会員卓話を拝聴して。ありがとうございました。

：稲毛 謙二

会長

宮武さんの会員卓話を拝聴して。ありがとうございました。

：氏家 正俊

幹事

宮武さんの会員卓話を拝聴して。ありがとうございました。

：小宮山 滋
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少年剣道大会にご協力。ありがとうございました。

：前山 佳裕

青少年奉仕委員長

：山下 峰彦
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：入江 英樹

さん

父の葬儀には大変お世話になりました。
地区研修・協議会に出席して。報告を無事終えて

さん

“東京窓口”でもある長女の１月出版の単行本が
２つの雑誌に紹介されました。

♣ お先に失礼して

♣

譲

：納田美由紀 さん

剣道大会の盛会を喜んで ：３４名様よりニコニコをいただきました。

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

【来訪ロータリアン】【メークアップ】 （なし）
【出席報告】

＜４月２３日（火）現在＞

第２１２６回例会

会員総数

出席免除会員数 出席計算会員数

４０名

３名

３７名

出席会員数 欠席会員数

３１名

第２１２４回例会
会員総数

出席免除会員数 出席計算会員数

４０名

３名

３７名

６名

出席率

８３．７８％

＜４月７日岡山後楽園ＲＣ創立記念参加分＞

出席会員数 欠席会員数

３１名

６名

出席率

８３．７８％

【５月７日（火）の例会変更】→５月３日（祝金）午前９時開店

丸亀お城まつりに参加【丸亀城うるし林】

（社会奉仕委員会）

【５月１４日（火）の例会】 会 員 卓 話 （辰巳 正兼 会員）

２０１９－２０２０年度炉辺会合が４月２４日(水）、４月２５日(木)開催されました。

2019-2020年度
国際ロータリーテーマ

＜伊賀会長方針＞
国際ロータリー 2019-2020年度 ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー会長のテーマ
｢Rotary Connect the World ；ロータリーは世界をつなぐ」 を発表されました。
又、2670地区 大島 浩輔 ガバナーはガバナー方針として地区スローガン「パッション＆
パシュート：情熱と追求」とされました。
当クラブとしても
① 会員増強（特に女性会員の増強）
② My Rotaryの会員登録数を増やす
③ 財団への寄付
④ 例会・親睦・奉仕活動への参加
以上を基本方針とし、ロータリーへ入会して良かった。楽しかった。と言える様に少し
でも近づけたいと思いますので、御協力の程、よろしくお願い申し上げます。

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

4/24：炉辺会合＜Ａ日程＞・・・・参加者からのご発言
・５月・６月をクールビズとします。（７月～９月も）
・２年連続のＳＡＡ任務ですが会員皆様のニコニコへのご協力をお願いします。
・地区大会、地区協議会、役員理事委員会報告等・・休日に行事に参加された方や、理事や
各委員長が発表等するたびに、ニコニコをしてもらうのは申し訳ない。 できれば、不参加
の方や、委員の方が積極的にニコニコをしてもらいたい。
・出席はロータリーの基本。再度、認識してもらう。
・欠席者にはメークアップをするように伝える。
・長期欠席者にはスポンサーはもちろんのこと、会長、幹事もお声掛けする。
・例会に来たくなるような楽しい会にしてもらえれば、出席率もあがると思いますので、是非
楽しい例会、楽しいプログラムをお願いします。
・受付では笑顔でお迎えします。 ホテルのフロントのような対応で。
・①観月会（善通寺ＲＣとの合同）＊丸亀東ＲＣが担当
・②クリスマス家族会

５つの行事を行ないたい。

・③新年会（丸亀ＲＣとの合同）＊丸亀東ＲＣが担当

多数のご参加、ご協力を

・④観桜会

お願いします。

・⑤納会
・女性会員の会員増強をする。
・退会防止をする。
・短期交換学生の受け入れ（枝園さんに依頼） ５万円謝礼
・短期交換学生の派遣（本間さんのお嬢様）

クラブ負担：１０万円

・Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙに登録をお願いします。
・例会、行事は写真を撮る。
・①第７回丸亀東ＲＣ杯少年剣道大会の開催
＊剣道大会の費用の問題。継続の有無など・・・問題が多い。
＊第６回は審判員が３７名で多く、謝礼金が2,000円×37名＝74,000円もかかった。
＊会員より協賛金、広告費等を募ってはどうか？ （する人としない人が出てくる）
・②未来への手紙事業
・③ＲＣ杯ミニバスケットボール大会の協賛（３万円）
＊毎年、協賛するか、しないかの意見がある。 継続事業はやめれないのが現状。
・④丸亀少女の家＜運動会に参加＞
・剣道大会については、第１０回までは続けて欲しい
・剣道大会を継続事業として欲しい。毎年、剣道大会をする。しない。で議論するのはやめたい。
・年会費増額について依頼 → 消費税が１０％になるのもふまえて、年額２万円を増額してほしい。
＊現在、年間２３万円（内２万円は創立50周年積立金）を年間２５万円にしたい。
・運営するにはいくら赤字で、いくら必要なのか？きちんとした数字を出すこと。
・会員増強ができれば、お金の問題が少しは解決するのでは。
・ロータリアンはお金が無い人は入会していないので細かいことは言わない。
・各クラブの年会費を調べる。
・ニコニコについて、どんな些細なことでもいいので、情報収集をしてどんどん集める。
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4/25：炉辺会合＜Ｂ日程＞・・・・参加者からのご発言
・丸亀お城まつりに参加 → 地区補助金1,200㌦を受給
・リフレッシュ瀬戸内（港湾清掃）に参加。
・出席を頑張ります。
・ポリオプラス補助金、ロータリー財団年次寄付を例年通り目標にします。
・地区補助金（お城まつりプロジェクト）を申請しました。 1,200ドル受給
・米山奨学金、普通寄付6,000円/人、特別寄付10,000円/人を目標にします。
・ロータリー情報を提供します。
・出席をすることはロータリーの基本です。
・新入会員や入会の浅い会員にIMや地区大会等の会合に参加を呼び掛ける。
・伊賀会長方針の中にある「ロータリーへ入会して良かった。楽しかった。」と思えるように。
・『職業奉仕』とは広辞苑にも載っていない。ロータリーだけの用語。
・四つのテストができているかが職業奉仕。
・岡山後楽園RCや丸亀RCに行ったとき、楽しそうに感じました。
・いろいろな事をするためには『人』を集めなければなりません。
・一人一人の会員が一人でも多くの会員を増やすように、会員全員が増強をする。
・親睦を深め、楽しい例会、楽しいプログラムを企画します。
・出来る限り、例会出席して、先輩方についていきます。
・3/31地区研修・協議会に参加して「クラブ奉仕」は大変な役割だと感じました。
・丸亀東RCに入会して良かった。楽しかった。と思えるように、伊賀会長、片岡幹事と一緒に頑張る。
・香川第Ⅱ分区の中でもずば抜けて、当クラブの事務所（オークラホテル）家賃が高い。（10万円/月）
・会長、幹事がオークラホテルに家賃の減額を依頼する。
・マイナス予算（書）はおかしい。
・会員数が40名のままではいつかは破たんします。毎年、ニコニコから収入以上の額を補填している。
・ニコニコや創立記念積立金の使い方を再度。みんなで話し合うべき。
・地区大会、ＩＭ、地区協議会に不参加の方からニコニコを集金するべき。
・年会費増額がイヤなら、例会の回数を減らすことも考える。
・例会食事の無駄を減らす。サービスデー（1,000円食事）継続。
・年会費の増額等は理事会できちんと話し合い、しっかりと責任をもって行って欲しい。
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
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オークラホテル丸亀４３０号室
毎週火曜日 PM12:30～PM1:30

例会場

〒763-0011 丸亀市富士見町3-3-50
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