第 2035 回

平成 30 年 8 月 29 日 週報

川原篤雄ガバナー公式訪問
●点鐘
●合唱
●ゲスト

それでこそロータリー
国際ロータリー第 2730 地区
ガバナー 川原 篤雄 様
（鹿児島 SWRC）
宮崎県西部グループガバナー補佐
佐世 雅敏 様
（えびの RC）
川原篤雄ガバナー事務局
地区副幹事 中村 聡 様
（鹿児島 SWRC）

□会長の時間

平川

靖三

みなさんこんにちは。
本日は川原ガバナー及び佐世ガバナー補佐をお
迎えしました。3 時までの長丁場となりますが、最
後までよろしくお願いたします。
先ほどまで、ガバナーと懇談をしておりました。
ロータリーには原点というものがありますし、ロー
タリーの言葉、ルールというものが存在します。ガ
バナーとの会話の中で、ロータリーの原点に触れ、
ロータリークラブの意義、意味を私自身、再確認し
たところです。
本日はうれしいお知らせが届いておりますので、
まずそれをお伝えします。
先日の例会にて、2730 地区のガバナー候補者と
して当クラブの井福会員が正式に推挙されたこと
を報告しましたが、昨日、川原ガバナー事務所から
正式な決定通知書が届きました。「2021－2022
年度のガバナー候補として、指名委員会において全
委員一致にて決定いたしましたのでご報告いたし
ます。」という内容です。

これで、あといくつかの手続きを経て、井福会員は
今年度のガバナーノミニーデグジネートということに
なります。
もうひとつ、うれしいことがありました。当クラブ
の吉田会員が都城固有種の大豆「みやだいず」の栽培
に取り組んでいることは例会でも話を聞かせてもらっ
たことがありますが、先日の日曜日の宮崎日日新聞の
社説欄（日曜論説）にそのことが紹介されておりまし
た。
栽培に着手して 3 年目であるが、年を追うごとに収
穫量と品質が向上していること、台風が来ると夜も眠
れないことなどと記されております。そして、たとえ
競合他者であろうと、誰にでもこの大豆を提供すると
も書いてあります。それでこそロータリーだなと感心
します。また、この大豆がなによりおいしい、ぜひ食
べてくださいとして記事が結ばれています。
そこで、吉田さんにお願いして、きょう大豆を持っ
てきてもらいました。せっかくなので、ガバナーとガ
バナー補佐に食べていただこうと思います。
本日はガバナーとガバナー補佐をお迎えしての、年
に一回の公式訪問例会です。一年間の活動に関する根
本となる重要なお話を聞くことができるはずですの
で、みなさま期待してください。そして、有意義な例
会を過ごしてください。

□幹事報告

盛田

祐一

□報告
●川原 篤雄ガバナー事務所…
①ライラ卒業生ご紹介のお願い
地区ロータリー学友委員会
②地区大会 信任状
③国際ロータリー第 2730 地区
ガバナーエレクト 喜島健一郎
ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ
□クラブ報告
●8/31（金） 川原ガバナーを囲んで合同懇親会
18:00～
メイン
対象者：４ＲＣ４役
地区役員の方

□出席報告
会員数
出免数

4０名
３名

出席数
出席率

２8 名
75.68％

前々回修正出席率

お盆の為、休会
91.89％

永野

藤岡

三坂

中山

届出無

河野
森山
福本

ＭＵ有会員
8/22
９月定例理事会

平川
東

盛田 馬渡 井福
福永 小坂

外山

8/23

棈松

船木

届出有

都城中央 RC

川畑

上田 萩原 中村
お盆の為、休会

要ＭＵ会員（8/22）

藤岡

横山

高辺

中山

8/24 都城 RC
ＭＵ無会員（8/15）

□委員会報告

●ニコニコ箱●
佐世 雅敏･･･川原ガバナー 中村地区幹事、本日は
公式訪問ありがとうございました。
平川 靖三･･･ガバナー公式訪問を記念して。
吉田
努･･･UMK や宮日新聞、ようやく
“みやだいず”が取り上げられる様に
なりました。
吉原 信幸･･･川原ガバナー 佐世ガバナー補佐、
本日はありがとうございました。
小坂泰一郎･･･川原ガバナー 佐世ガバナー補佐、
本日はどうもありがとうござい
ました。
外山 俊明･･･川原ガバナー 本日はありがとう
ございます。 吉田さん みやだいず
頑張って下さい。
前田 吉基･･･徳重会員より納涼例会 DVD を頂き
ました。ありがとうございます。
●教育振興基金●
盛田 祐一･･･川原ガバナー 佐世ガバナー補佐、
本日はありがとうございます。

8/15
8/22

前回修正出席率

□ＳＡＡ報告

永野

福本

川畑 森山

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎今後のプログラム （予定）
９／１２
外部卓話
９／１９
祝日週の為、休会
９／２６
親睦夜間例会 18:30～
8/29

なし

□本日のプログラム

※別紙に掲載しております。

計

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

8,000

ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

2,900

15,851

ﾛｰﾀﾘｰ財団

0

66,000

米山奨学会

0

110,000

2,000

87,000

教育振興基金

ガバナーアドレス

中山荘

71,500

雑誌会報・インターネット・広報委員会
委員長：東

淑恵

担当：萩原

和洋

□本日のプログラム

川原 篤雄 ガバナー

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。
Ⅰ

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。

(1)

(2)
(3)
(4)
Ⅱ

ＲＩ会長 強調事項
ポリオ撲滅の達成
※30 年前、毎年推定 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）6 月 9 人と報告
あと一歩で撲滅
ローターアクトクラブ、インターアクトクラブの増大
ロータリーデーの開催
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
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。

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。

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
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。

佐世

雅敏ガバナー補佐
あいさつ

会員増強 長友

喜信 委員長補佐

奉仕プロジェクト 福永

直人 委員長

小坂泰一郎 会員
青少年奉仕の取り組みについて

支援プログラム

広報

高辺

東

晃也 委員長

淑恵 委員長

井福 博文 会員
国際大会の素晴らしさについて

日本のロータリー100 周年
記念ゴング
平川会長の点鐘により、
高らかに響きわたりました！

