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来週のプログラム

　本日は『ガバナー公式訪問例会』です。喜島ガ
バナー、上田ガバナー補佐、宮崎西クラブ随行者
の皆様にご来訪頂き有難うございます。厚く御礼
を申し上げます。
　また本日は多数の会員の皆さまにご出席いた
だきましてありがとうございます。
　本日は例会終了後、記念写真撮影、クラブ
フォーラムと続きます。いつもより長丁場になり
ますがどうぞ最後までよろしくお願いします。
　昨日 11 月 10 日は 3 年前より交流を始めまし
た青島学園さんの秋楽祭がおこなわれました。後
から平木社会奉仕委員長からも報告があるかと
思いますが、東クラブより 17 名のメンバーに参
加頂きました、また数多くの景品をメンバーの皆

様から提供頂きましたありがとうございました。
特に平木委員長には景品の配達や青島学園の調
整に尽力いただきありがとうございました。
　昨日は天気も良く地域の方もたくさん来場さ
れており、毎年無料で提供されている屋台も大変
盛況で子供さんの笑顔に癒れ楽しんで参加させ
て頂きました。また来年も秋楽祭は開催されます
ので、また今年同様ご協力をお願いいたします。
　さて、先ほど 11 時から『会長、会長エレクト、
幹事懇談会』が行われました。喜島ガバナー、上
田ガバナー補佐、宮崎西 RC 随行者様、山口エレ
クト、畠中幹事、私の 6 名で懇談をさせていた
だきました。大変和やかな雰囲気の中で、今年度
のクラブ活動計画やクラブ戦力計画について宮
崎東クラブの取り組みを説明させて頂き、その後
喜島ガバナーよりご講評をいただきました。今後
のクラブ運営、クラブ計画に大変参考になるご意
見を頂戴いたしました。本年度残り半分ほどです
が、再度クラブ計画、クラブ運営を見直しロータ
リー活動を行ってまいりたいと思います。
　本日はプチ情報を一つお話して会長の時間に
したいと思います
　今日は 11 月 11 日と１の数字が 4 つ並ぶ日に
ちです。何々記念の日というのがありますが本日
はなんと 45 個もの記念の日があるそうです。少
しだけ紹介しますと（ポッキープリッツの日）（う
まい棒の日）（サッカーの日）（磁気の日）（箸の日）

（鮭の日）等あるみたいです。
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クラブフォーラム

　只今、ご紹介頂きました今年度社会奉仕委員長
の平木です。活動報告させていただきます。
　まず先程から会長よりご説明ありました通り、
昨日、児童養護施設　青島学園の秋楽祭に、我が
クラブ会員 18 名のご参加頂きましありがとうご
ざいます。昨日の参加者は約 500 名程度と報告
頂いております。今年で 3 ～ 4 回目です。
　今後、当面は継続事業として参りますので、今
後共会員の協力の程よろしくお願い致します。
　今年度活動計画の中で社会奉仕委員会では、青
島学園へ 150,000 円を寄付致します。
　その内訳は、青島学園様でのリクエスト　ＤＶ
Ｄ動画　幼児用初めＤＶＤプレイヤー、26 イン
チ自転車、幼児トランポリンなど寄贈致しまし
た。
　今後継続的な事から今後は施設の児童さんと
一緒に活動できるような事も検討したいと思い

社会奉仕委員会　平木　泰英　委員長

ガバナー公式訪問

　こんにちは。当年度のガバナーに就任致しまし
た宮崎西 RC 所属の喜島健一郎です。１年間どう
ぞよろしくお願い申し上げます。
　さて、例会に先立ち先ほど会長幹事会にて貴ク
ラブ事業計画を伺い、素晴らしい事業計画の内容
及び活動の実績に大変感銘を受けました。
　それでは、お話をさせて頂きます。国際ロータ
リーのマークダニエル・マローニー会長は、自分
の日ごろの意見を国際協議会でたくさん話され
ました。一つはロータリーの目標についてです。
ロータリーの目標は、職業上の倫理観を高めるこ
とによってロータリアンの職業を高潔化すると
いうこと、またロータリアンが個人の立場で職業
上・社会生活上の奉仕活動を行うということ、そ
れから知り合いを広めることによって奉仕の機
会とすること、ロータリーを学んだ職業人が世界
的ネットワークを通じて世界平和・親睦・平和推
進に努めていくということを大きな声で何度も
言っておられました。そしてそのことを達成する
ための会長テーマとして「ロータリーは世界をつ
なぐ」ということにつながるわけです。これを達
成するためにロータリーを活性化してください、
クラブを活性化してください、クラブの決まりを
改革してください、それから国連との連携を進め
てください。というお話をされました。それらを
踏まえたうえで、私は「クラブの活性化に努めよ
う」ということを私達 2730 地区の目標にいた
しました。そしてその為に地区の方針 5 項目を
立てました。

１．童心と共に原点に返り原点を大切にして変
化を受け入れ目標に向かおう

２．女性会員が 10％未満のクラブは 10％以
上に増強しよう

３．クラブの会員が 50 名以下のクラブは 10
名単位で会員を増強しよう

４．姉妹クラブがないクラブは国内か国外に姉
妹クラブを作ろう

５．5 年間グローバル補助金を使用していない
クラブは、財団のグローバル補助金を使い国
境を越えた恵まれない人々を支援する活動
をしよう

　ということを申し上げました。この計画を実践
していくために戦略委員会を地区に作りました。
しかし、国際ロータリーから地区だけではだめだ
と、地区内全クラブに戦略委員会は必要だと、あ
なたの地区にはいくつのクラブがあり、いくつの
クラブが委員会を作り実行しているか報告せよ、

喜島健一郎　ガバナー （宮崎西ＲＣ）

との指示がありました。そこで皆様にお願いし
たいことは、それぞれのクラブに戦略委員会を
作っていいただきたい。そしてその戦略委員会で
5 つの方針の中でどの方針に自分たちは向かうの
か？向かう方針は一つでいいのか？二つに向か
うのか？あるいは３つにむかうのか？それらを
各クラブで検討し協議していただきたい。検討し
協議することが未来につながります。
　それから、もう一つお話ししたいことは、メイ
キャップについてです。1 年間メイキャップを認
めるという方針が出されました。この件につきま
してはまだ正式な日本語訳はできておりません。
クラブ細則を変更するにしても、この日本語訳が
基となります。クラブにとって活性化するために
はどのようにすればよいのか、戦略委員会を中
心としてクラブ全体で協議していただきたいと
思っております。「ガバナー月信」の 8 月号に『ク
ラブと地区に関する重要な変更「出席」に対する
地区見解ご案内』が掲載されます。参考にしてい
ただきたいと思います。
　長々と話しましたが、私が心から祈念申し上げ
ておりますことはクラブの皆様方が親睦を深め、
楽しい活動につながることであります。そしてそ
れがロータリアンの資質向上につながるわけで
ありますから、どうぞ皆様、つながりあって親睦
を深めていきましょう。1 年間よろしくお願いい
たします。



　本日は、喜島 健一郎ガバナー
公式訪問例会です。お忙しい中、
我が宮崎東ＲＣにお越し頂きあ
りがとうございます。又、上田 
普中部グループガバナー補佐並
びに岡 美智子会員、後藤 裕治
郎会員もおいで頂きました。感

謝申し上げます。
　私は、今年度クラブ研修委員会を担当しており
ます中川彰伸と申します。どうぞ宜しくお願い致
します。
　さて、ＲＣ情報誌によれば、ガバナー公式訪問
の目的は、

１．ＲＣの重要な問題に注意を注ぐこと。
２．弱体化し苦労しているクラブに注意を注ぐ

こと。
３．奉仕活動への参加をロータリアンに奨励す

ること。
４．地区内ロータリアンで多額の寄付をした人

を直接表彰すること等だそうです。
　ガバナーとダイレクトコミュニケーションを
公式に図れる、年1回の大切な機会でございます。
この機会に、ガバナー公式訪問の目的の 2 の弱
体化はしておりませんが、会員増強と出席率向上
には、ある意味苦労しているクラブでございます
ので、ご助言等頂き実り多い時間にしたいと思っ
ております。
　喜島 健一郎ガバナーは、2019 － 2020 年度 
第 2730 地区の地区目標を、「クラブの活性化に
努めよう」
　地区計画を、

①童心と共に原点を大切にして変化を受け入
れ目標に向かおう

②女性会員が 10％未満のクラブは、10％以上
に増強しよう

③クラブ会員が 50 名以下のクラブは、10 名

クラブ研修委員会　中川　彰伸　委員長

単位で会員を増強しよう、
④姉妹クラブのないクラブは国内もしくは国

外に姉妹クラブを作ろう
⑤ 5 年間グローバル補助金を使用していない

クラブは、財団のグローバル補助金を使い、
国境を越えた恵まれない人々を支援する活
動をしよう

　と掲げられました。
　フリー百科事典マイペディアによりますと、

“1905 年、アメリカ・シカゴに最初のクラブが
誕生。メンバーはクラブにおいて 1 業種 1 人が
原則であったが、現在その縛りは緩められてい
る。輪番・回転にちなみ、６本スポークの歯車が
シンボルマーク（エンブレム）である。 国際ロー
タリーは世界初の奉仕クラブ団体であり、200
以上の国と地域に 33,000 近くのクラブを擁し、
会員数は 120 万人以上である。職業奉仕（会員
の職業倫理を高めること）と、そこから広がる社
会奉仕と国際親善を目的とする。基本的には「I 
serve: 私は奉仕する」、クラブとは「奉仕をする
クラブ会員であるロータリアン個人の集まり」で
あり、国際ロータリーはそのクラブの連合体とさ
れているが、個人のみならずクラブ単位や国際
ロータリーとしての奉仕プログラムも行われて
いる。ロータリークラブ活動の特色として、各ク
ラブ毎に独自の事務局を持ち自主独立運営が行
われ、奉仕活動、寄付行為、会員の交流、友好事
業等がなされている”とあります。又、広辞苑に
よりますと“人道的な奉仕と国際親善を目指す、
実業人・専門職業人の国際的な社交団体。1905
年シカゴに起こり、12 年組織になる。各成員が
輪番に会場を受け持ったところからの名”とあり
ます。両方とも外部から見たロータリークラブの
ことです。　
　翻って“ロータリーのいろは”には、「ロータ
リーは、世界中の事業および専門職務従事者から
なる国際的組織で、人道的奉仕活動を行い、あら
ゆる職業における高い道徳的水準を奨励し、世界
中で親善や平和を築くために助力している」と言
う一文があります。ロータリーとはなんですか？
と尋ねられた時の内部の答えになるそうです。
　2007（平成 19）年６月、朝日新聞の特報で
発覚した苫小牧市のミートホープ社による食肉
偽装事件。社長はロータリアンだったそうです。
マスコミの指摘を受けて記者会見に臨んだ際、
ロータリーのバッジをつけていたとお聞きしま
した。虫の目活動と鳥の目活動。ロータリアンと
しては、せめてバッジは外してほしかったと感じ
ました。内部の答えが、外部の評価に繋がること
は大切なことです。
　そう言った意味からも、本年度の地区目標の

「クラブの活性化に努めよう」は大事なことです。
不易流行…変えてはいけないものと変えなけれ
ばならないもの。奉仕の理念は不変です。時代の
変化には柔軟であるべきでしょう。
　宮崎東ＲＣも社会奉仕を行動指針として発足
して 22 年を迎えました。48 名でスタートした
メンバーも現在 29 名で、内女性会員は 2 名です。
友好ロータリークラブは、同じ年に創立した鹿児
島サザンウィンドＲＣです。「人集めのコツはそ

ます。
　また委員会では 24 時間車椅子バスケットボー
ルでも運営の協力（夜間・深夜）の部にて協力致
しておりますので、今後も上記 2 点継続事業と
してまいります。
　以上報告いたします。



例 会 記 録 第951回  2019年11月11日（月）

プログラム

◎ガバナー公式訪問
　　喜島健一郎　ガバナー　 （宮崎西ＲＣ）
　　上田　　普　ガバナー補佐（西都ＲＣ）
◎クラブフォーラム

出席状況報告

11月11日 第951回 10月21日 第949回

会員数 29名 会員数 29名

出席数 20名 出席数 24名

出席率 68.96％ 修正出席率 82.75％

メイキャップを積極的に行いましょう。

本日のビジター　喜島健一郎 ガバナー（宮崎西ＲＣ）

　　　　　　　　後藤祐治郎 君、岡 美智子 君（宮崎西ＲＣ）

　　　　　　　　上田　　普 ガバナー補佐（西都ＲＣ）

メーキャップ　　前取り：鳥越　逸雄 君

　　　　　　　　後取り：越山　直美 君

・ 青島学園秋楽祭に多数のご参加ありがとうご
ざいました

・ 国際ロータリー年次大会（ハワイ）参加申し
込みついてご案内が来ております。詳細は事
務局までお問い合わせください

・ 第 7 期ＲＬＩ 2730 地区（宮崎地区）パー
トⅢの案内がきております。11 月 17 日（日）
宮崎日大にて 9:20 ～ 15:30 まで。参加をよ
ろしくお願いいたします。

幹事報告 スマイルＢＯＸ

松下　　実　君

人生 100 年、後 50 年がんばります。

の団体独自の魅力をつくること。この努力のあ
るところ、小さな団代でも人は必ず集まる。」と
教えて貰ったことがあります。翻って宮崎東ロー
タリークラブの魅力は何でしょうか。それは礼節
を重んじつつ年齢等に囚われずに家族的なお付
き合いをさせて頂けることではないでしょうか。
フランクな関係でロータリークラブ活動ができ
るクラブのひとつだと思います。この魅力を発信
して新会員のお誘いとひいては出席率の向上を
通じて会の活性化等につなげることが出来るの
ではないでしょうか。
　宮崎東ＲＣは、“明るいところに人が集まる”
をモットーにさらに明るく楽しいクラブにでき
たらと思っています。そうすることで会員の増強
と出席率の向上ひいてはクラブの活性化に繋が
るのではないでしょうか。そのために、会員を初
め多くの方々との交流（参加）の機会を通じて親
睦を深め、クラブ内に於いては、会員交流委員会
を定期的に開催しております。
　ところで、地区計画の⑤ 5 年間グローバル補
助金を使用していないクラブは、財団のグローバ
ル補助金を使い、国境を越えた恵まれない人々を
支援する活動をしようとあります。
　これまで地区補助金を活用しての活動は経験
がありますが、グローバル補助金は一度もありま
せん。そもそもグローバル補助金とは何なのか。
この機会に御教示頂けると有難いです。
　2019 ～ 2020 年度の宮崎東 RC クラブ研修
委員会を担当するにあたり、

［活動方針］
　ロータリーにおける“クラブの活性化のため
の方策”について研修する委員会であると認識
して取り組むようにします。

［活動計画］
⑴　地区研修等への参加
⑵　（新）会員への研修サポートの充実

⑶　規定審議会改正内容の理解
⑷　クラブ定款・細則の認識
⑸　ＣＬＰ（クラブ・リーダーシップ・プラン）

によるクラブの活性化
⑹　その他

　とさせて頂きました。
　最後に、2018 年度後期に放映されたＮＨＫ朝
ドラの「まんぷく」は、日本のみならず世界中で
愛されているインスタントラーメンを生み出し
た日清食品の創業者、安藤百福・仁子夫妻がモデ
ルでした。その安藤百福創業者は、 開発・販売に
あたり“特許を独占して野中の一本杉として栄え
るより大きな森となって発展した方がいい”と述
べられたそうです。日清食品ファーストではなく
インスタントラーメン業界ファーストを考えら
れたのだと思います。このことは、業界・団体の
リーダーには特に求められるのではないでしょ
うか。
　先ずは、各ロータリークラブが、地区が、中部
グループが活性化する為にも、ロータリークラブ
ファーストを忘れないようにしたいものです。
　ありがとうございました。

（戦略計画について）東クラブでは特に取り組み
していません。ただし、会員増強は 40 名になる
様がんばっています。以前は平成 10 年から平成
23 年まで 13 年間に渡り、赤江まつばら支援学
校に施設訪問していました。

（お寿司屋さんの出張サービス、おうどん屋さん
の出張サービス、音楽会、本、その他）１日校長
をしていました。今は行っていません。
　その代わり平成 28 年から青島学園さんの「秋
楽祭」に参加。

クラブ奉仕委員会　山口　登幸　委員長


