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今月のテーマ『会員増強 新クラブ結成推進月間』

第1533回例会
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■本日の例会／ 第1534回 平成30年8月9日（木）
●会長・幹事報告

●各委員会報告

●夜間例会‥ホテルメリージュ

■会長挨拶

山川

力 会長

皆さんこんにちは、お疲れ
様です。今日はガバナー公式
訪問と言う事で、皆さまに出
席を出来るだけお願いいたし
ました。ご協力有り難うござ
います。我々は少し早めにこの会場に来まし
て川原ガバナーと懇談会を終わりまして、た
だいまから例会で、例会終わりましてフォー
ラムがあります。その後写真撮影の順でいき
たいと思います。ご協力よろしくお願いいた
します。
2730 地区の地区モットーが（スローガン・
テーマ）がプラスワンの考動をと言うことで、
11 項目の中から、中央ロータリークラブで
は５項目を行う事になっております。会員増
強（長岡会員）、新クラブ設立（鳥山会員）、
１財団 101 年目 米山 51 年目（三輪会員
湯浅会員）、RLI（語ろうロータリーを）
（黒
木会員 鳥山会員）、青少年奉仕部門の強化
（渡邊会員）にお願いいたしました。
RI のテーマのインスピレーションになろ
うですが、皆さんどうお考えでしょうか！？
わたしが初めて川原ガバナーにお逢いした
のが２月３日、宮崎観光ホテルで 20 回の勉
強会でした。その時川原ガバナーが、私が会
長エレクトですと申しあげましたら、両手で
握手をして、楽しくやりましょうとおっしゃ
られました。２回目が鹿児島での会長エレ
クト研修会（PET) のときでした。会場でい
らっしゃいとニコニコして言われました。大
変フレンドリーな方だなぁというのが、自分
の印象であります。３回目が地区研修、協議

【出席率状況報告】
・会 員 数 ‥‥‥‥‥‥ 54 名
・出 席 者 ‥‥‥‥‥‥ 41 名
・欠 席 者 ‥‥‥‥‥‥ 13 名
・出 席 率 ‥‥‥‥ 75.96％
・7/19 の修正出席率‥ 79.63％

会、今日が４回目です ｡PET のときに、ロー
タリーの友３の 31 ページから 35 ページま
でを繰り返し読んでくださいとの事でした。
その中で、バリーラシンＲ I 会長のページで
したが、その中で、サン・テグジュペリの言
葉があります。この人はフランス人で、パイ
ロット・小説家で代表作品に星の王子様、夜
間飛行等があります。この人の言葉に、船を
造るのなら、材木を集めたり、切ることから
始めるのではなく、果てしなく続く広大な海
への切望の気持ちを育むことから始めなさい
とあります。この言葉から、インスピレーショ
ンになろうのヒントがある様に私は感じまし
た。
そこの所も含めまして、今日は川原ガバ
ナーがお話し頂けると思いますので、本日は
どうぞ宜しくお願いいたします。以上で会
長 ス ピ ー チ と い た し ま す。

■幹事報告

篠原英介 幹事

・８月１日に中部グループの
会長幹事会が開催され、現在
の宮崎市内６クラブの合同事
務所内にガバナーエレクト事
務所を設置する件が議題に上
がりました。詳細は理事会に諮った後にご報
告いたします。
・延岡中央ロータリークラブ・創立40周年
記念式典および祝賀会開催のお知らせ。
平成30年11月10日（土）エンシティホテル
延岡（旧ホテルメリージュ延岡）
・ロータリーレート 112円（７月110円）
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■委員会報告
ロータリー財団委員会

三輪修珍 委員長

松山春喜会員、三輪修珍会員
2人が財団1,000ドル寄付を行
ないました。（7/31付）

青少年奉仕委員会

渡邊

勝 委員長

昨日、８月１日、台湾龍山ロー
タリークラブとの短期交換留学
生である、李沛潔（Annie）さん
と、王佩嵐（Amanda）さんが
来宮されました。11日（土）まで
の、11日間、いろいろな体験をして、皆さまと親
交を深めていただきたいと思います。
様々なプログラムを考え、用意しております
ので、ひとりでも多くの会員の方々に参加し
ていただきたいです。よろしくお願いいたし
ます。
また、ローターアクトの山元史穂さんが霧
島酒造に、藤村未歩さんがリゾートトラスト
に内定が決まりました。このお二人にも、今
回の留学生交換事業をお手伝いしていただき
ます。

■米山奨学金
授与式
ハナ アカリ
アリフィン 様

Ⅰ

■ガバナーアドレス
国際ロータリー第2730地区

2018-19ガバナー
川原篤雄 様

インスピレーションになれる
ロータリークラブに！！
ロータリアンに！！
2018-19 年度バリー・ラシ
ン RI 会長は年度テーマを「BE
THE INSPIRATION」
「インスピレーション
になろう」と発表されました。変化を生み出

会長／山川

力

すために、もっと何かをしよう、力を発揮し
ようという意欲を相手の心に起こさせる存在
になること、それがインスピレーションにな
ることだと説明されました。
では、どうすれば、どうしたら「インスピ
レーション」になれるのでしょうか？他者へ
のインスピレーションになるためには、時に
は自らの行動（考動）を持って示さなければ
なりません。時には自分の言葉で感動を語ら
なければならないのです。ロータリーでは最
近「変化」という言葉をよく耳にします。
もう一つは奉仕活動により、世界をより住
みやすい場所にするための「持続可能」な良
い変化です。今、ロータリークラブに与えら
れた課題は、それぞれのクラブが 5 年後 10
年後～…生き生きと元気であるために、今か
ら自分たちのクラブが何をしていく必要があ
るかを考え、それを実行していくことと同時
に世界をより良い場所にしていくための行動
です。そのためには「会員」と「クラブ」が、
「クラブ」と「地区」が、「地区」と「RI」が
いつも繋がっていなければなりません。「ワ
ン・ロータリー」でなければならないのです。
皆さん、「プラスワンの考動を！！」地区
内のクラブがそれぞれ良い「インスピレー
ション」となって地域を世界をより良い所に
変えるため「Take Action」⑪項目 語って
下さい。チャレンジを期待します。

副会長／篠原英介・藤原昭公

RIテーマ、ロータリーのビジョン声明
RI会長 強調事項の推進
テーマ「インスピレーションになろう」
BE THE INSPIRATION
ロータリービジョンの声明
私たちロータリアンは、世界で、地域社会
で、そして自分自身の中で「持続性可能」な
良い変化を生むために、人々が手を取り合っ
て行動する世界を目指しています。
RI会長 強調事項
(1) ポリオ撲滅の達成※30年前、毎年推3５万
人のポリオに感染した子供が、
４年前359人、
３年前74人、２年前37人、2018年（H30）

シーガイアコンベンションセンター
幹事／篠原英介
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６月９人と報告あと一 歩で撲滅
(2) ローターアクトクラブ、インターアクトクラブ
の増大
(3) ロータリーデーの開催
(4) クラブのサポート、人道的奉仕、公共イ
メージの認知度の向上

その他
・バリー・ラシン会長のバハマ、地中海は50年
後（海抜１ｍ）海中へ
・ポリオ撲滅後のテーマ 環境社会（SEG）ガバ
ナンス
・ロータリーの友 指定記事及び月信に目通しを。

Ⅱ 地区運営方針 地区モットー
「プラスワンの行動を！」
◎地区運営委員会を基本として連携の強化を計る。

ハッピーボックス（敬称略）

Ⅲ 地区推進事項
(1)「Take Action」チャレンジ⑪項目へ
(2) クラブ戦略計画立案、実施の支援
新会員の研修
(3) ワン・ロータリー「会員」
「ロータリークラブ」
「地区」
「RI」との繋がり
① My Rotry活用支援（ロータリー賞への
チャレンジ）／クラブセントラル、地区
ホームページ
② ロータリー認知度の向上のためのロータ
リーデーの実施／2019.2.24 実施に向け
企画研究（IMに代わってでもOK）
③ 2020.10 東京オリンピック開始年度／
日本のロータリー（東京ロータリー）100周
年 、 協力支 援 祝い点 鐘ゴングを地 区 内
66クラブにて会長に点鐘して頂き意識を喚起
する。

●湯浅敏幸…８月 27 日に 26 回目の結婚記
念日を迎える事ができます。一年に一回ロー
タリーのプレゼントをもらい、初めて結婚式
を思い出すだけとなりました。

出席委員会報告

髙野広美 委員

◆ 7/19 メイクアップ者名（敬称略）
大坪泰三、黒木雄一、新地康宏、髙野広美、
田中 寿、野村勝政、湯浅敏幸、松岡敬三、
秦 喜八郎、押川紘一郎、小村賢一郎、
志戸本和孝

ガバナー公式訪問集合写真
Ⅳ 会員基盤の強化（最優先、最重要）のため
クラブへ推奨する（ゾーンの危機、理事の減）
(1) クラブ戦略計画に基づいた会員増強
（女性、若い世代、未来のリーダーetc.）
(2) 新クラブ結成、創立、衛星クラブの強化
世界の人口の50％は35歳以下である。
Ⅴ (1) R財団への支援と活用
① 地区年次寄付ゼロクラブ ゼロの達成
（2016-17）（2017-18）2年連続達成
2018-19年度も支援協力で3期連続を
② 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会へ
の支援

会長／山川

力

副会長／篠原英介・藤原昭公

ロータリー情報
ポール・ハリス語録 15
人類は、時には、すべったり、つまずいたりしま
す。しかし、それにも関わらず、苦労しながら、前
進し続けます。私は、人生には、これまで発見さ
れた美しさのほかに、まだ現れていない美しい
ものがもっと沢山あると信じています。私たちが
必要なのは金銭だけではない、と私は確信して
います。私たちは学ばなければなりません。みん
なを取り巻く日々の恵みをもっと理解する必要
があるのです。(1922年RI国際大会)

シーガイアコンベンションセンター
幹事／篠原英介
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