第 2025 回

平成 30 年 5 月 30 日 週報

西クラブにおいては、
来週は地区協議会報告および再来週は次年度クラ
●合唱
それでこそロータリー
ブフォーラムがプログラムされております。
●ゲスト 第 2770 地区 パストガバナー
例会後の茶話会も含めて、充実した時間が持てれ
中村 靖治 様
ば幸いと存じます。
（埼玉：吉川ＲＣ）
茶話会では意見交換会も出来ればと思っており
ますので、お時間の許す方は是非お残り頂ければ
●ビジター 第 2730 地区 ガバナーエレクト
と思います。よろしくお願いします。
川原 篤雄 様
以上 会長の時間でした。
（鹿児島ｻｻﾞﾝｳｨﾝﾄﾞＲＣ）
●点鐘

都城ＲＣ～

中村 壽秀

河東 光浩

都城北ＲＣ～ 中村 かよ

倉園 政彦

都城中央ＲＣ～ 冨吉 博文 中村 良一
山﨑 照代 栢木 順子
三坂幸一郎 若松 英樹
各氏

□会長の時間

中山

忠彦

□幹事報告

外山

俊明

□報告
●押川
①

弘巳ガバナー事務所…
2０１８年 6 月のロータリーレートは、
１ドル＝110 円本部より連絡
(参考)5 月ロータリーレート : 108 円

□クラブ報告
皆さん こんにちは
11:00
本日のプログラムは、第２７７０地区より中 ●6/6（水）次年度理事会
村 PG をお迎えしての卓話になっております。
エトワール
埼玉よりわざわざお時間も費用もかけてお越し
●6/19（水）中山年度クラブ協議会
いただきありがとうございます。
18:00
中山莊
又、鹿児島からは５月２７日の地区協議会が
終わったばかりの中 川原ガバナーエレクトに
もお越しいただいてます、更に市内からは次年
度の会長・幹事・理事役員の方を中心にメーキ
ャップして頂いております。有難うございます。
今回は、次年度が始まるに当たり、中村 PG に
他の地区や他のクラブのロータリー活動及びク
ラブ運営についての現状や取組みなどのお話を
きいて次年度の運営の参考にしていただければ
という事で企画しております。

□出席報告
会員数
出免数
出席数
出席率
前々回修正出席率
前回修正出席率

届出有
届出無
ＭＵ有会員
5/21 教育振興基金
奨学生認定書授与式
5/27

□ＳＡＡ報告
4３名
５名

地区
研修･協議会

ＭＵ無会員（5/2）
要ＭＵ会員（5/9）

●ニコニコ箱●
中村 壽秀･･･中村 靖治パストガバナー本日はありが
とうございました。西クラブの皆様
27 名
お世話になりました。
71.05％
河東 光浩･･･本日は例会に参加させて頂き、ありがとう
5/16
84.21％
御座いました。
5/23
特別休会
中村 かよ･･･久し振りに西クラブへ出席です。
棈松 大峯 河野 三坂 横山
中村 靖治パストガバナーお久振りです。
吉原 森山 鳥集 永野
又、川原ガバナーエレクト先日は地区
福永（直） 川畑
研修･協議会お疲れ様でした。ありがとう
ございます。
倉園 政彦･･･中村パストガバナー、川原ガバナーエレ
井福 徳重 中山 平川
クト本日はありがとうございました。
富吉 博文･･･中村パストガバナー、川原ガバナーエレ
平川 盛田 中山 船木 棈松 外山
クト 本日はご苦労様でした。
森山 高橋 東
柳 藤岡 高辺
三坂幸一郎･･･父の代わりに参加させてもらいました。
脇丸 大峯 小坂
元気な姿で帰ってくると思います！！
中山
忠彦･･･中村パストガバナー卓話ありがとう
祝日週の為 休会
ございました。勉強になりました。
河野 森山 福永（直） 鳥集 福本
外山 俊明･･･中村 靖治パストガバナー本日は遠方より
柳
ありがとうございます。勉強になりました

□委員会報告
★支援プログラム

●ロータリー財団●
柳 顕彰･･･ロータリー財団へ

上田やよい委員長

『 Ｒ財団・米山への寄付のお願い』

□本日のプログラム
中村

靖治パストガバナー

※別紙に掲載しております。

卓話

●米山記念奨学会●
平川 靖三･･･上田委員長ごくろうさまです。
藤岡 成学･･･米山記念奨学会へ
柳
顕彰･･･米山記念奨学会へ
●教育振興基金●
萩原 和洋･･･遅くなりました。
平川 靖三･･･中村ＰＧと川原エレクトをお迎えした
記念に。
徳重 幸男･･･中村 靖治パストガバナーありがとう
ございました。教育振興基金もよろしく
お願いします。
柳
顕彰･･･教育振興基金へ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎今後のプログラム （予定）
６／１３ 次年度フォーラム 18:30～中山荘
６／２０ 各委員会事業報告
5/30

計

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

8,000

266,100

ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

3,904

71.347

ﾛｰﾀﾘｰ財団

11,000

325,700

米山奨学会

17,000

227,500

教育振興基金

18,000

245,120

雑誌会報・インターネット・広報委員会
委員長：船木 修一

担当：東 淑恵

□本日のプログラム

中村

靖治パストガバナー

【川原

卓話

篤雄ガバナーエレクト

挨拶】

第 2730 地区ＲＬＩ 第１期ＤＬ
各クラブのＲＬＩ強化が必要です。

【 中村 靖治パストガバナー】

分からないから駄目ではなく、分からないと一生懸命
するから良いのだ。知っていると上手くやろうと思う
から、かえって良くない。クラブ全体で支えていく
から無限である。
クラブの活性化。魅力あるクラブづくりをしないと
会員増強に繋がらない。活動の意義、内容の理解を得る事が大切である。

●「ロータリーは成人教育の最も優れた実験場である」
ロータリーの第一の目的は 親睦と奉仕を通じて人を育てる事である。
クラブの価値は、そのクラブがいかなる人材を育てたかによって計られる。
それ以外の何があるであろうか。
― 1974-75 ＲＩ会長 ウィリアムＲ｡ロビンス ―

●クラブの活性化とは
新会員に感動あるプログラムに導くことである
・リーダーシップを育てることが私達のクラブを成功に導く大切な要素である。
・会員増強も大切だが、会員を維持する努力はもっと重要である。
・質の高い会員が多いクラブ程、会員増強が成されている。

●クラブの役割
クラブのリーダーは柔軟性と革新性を持ち備えた活気あるクラブとなるために、
会員増強、ロータリー財団の支援、リーダー育成の面で会員を導きます。
●ロータリーで変えてもいいもの
ＲＩ・地区・クラブの組織の管理運営 及び 奉仕活動の実践
●ロータリーで変えてはならないもの
「ロータリーの哲学」 すなわち ロータリーの奉仕の理念 である。
●ポール・ハリスの言葉
寛容の心から始まったロータリー運動
宗教、人種、諸々の 異なる言語 異なる行動に対する寛大な心。

例会終了後は、茶話会を開催しまし
た。都城西クラブ会員はもちろん、
他クラブからもたくさんの参加を
いただき、充実したひとときとなり
ました。

