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第903回　例会　2018年8月20日（月）

来週のプログラム

第904回　例会　2018年8月27日（月）
・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

◎夜間例会

　　肉乃蔵　18：30～

　皆さんこんにちは。

　今日は、広島に原爆が投下されて 73 年目です。

8 時 15 分に黙とうをさせていただきました。唯

一の被爆国です。核兵器のない世の中になるため

に、日本人はもう少し積極的に行動しなければい

けないと思いました。

　新年度になって早一月が経ちました。昨日は、

「夏の甲子園大会」が始まりました。第 100 回

記念大会です。100 年前に甲子園大会を企画運

営した方たちの思いや、理念が脈々と受け継がれ

て 100 年の記念大会があるのでしょう。野球と

いうものが日本人にとてもなじんでいたのかも

しれませんが、すごいことと思います。

　ロータリークラブも 113 年を経過しておりま

す。ロータリーは世界中に広まっております。こ

れもすごいことと思います。機関誌「ロータリー

の友」の６ページには毎回「ロータリーとは」

「ロータリーの誕生とその成長」「日本のロータ

リー」そして、「ロータリーの目的」が掲載され

ています。

　どうか手元に届いたら、目を通していただき、

確認をしていただけたらと思います。

　そして本日の例会は「川原篤雄ガバナー公式訪

問」です。世界中のロータリアンが今年のテーマ

「インスピレーションになろう」のもとに行動し

ようとしています。川原ガバナーには色々なご示

唆がいただけると思います。

　例会後クラブ協議会までいつもより長い時間

となりますが、どうぞよろしくお願いいたしま

す。ありがとうございます。

会長タイム

村川　保訓　会長



ガバナー公式訪問

　　　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 
     

国際ロータリー第 2730 地区　　　　　　　

2018-19　ガバナー　川原　篤雄

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

（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

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。

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
①Ｍｙ 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



クラブフォーラム

「地区委員を１名以上」　

　本日のガバナー公式訪問にて会長より「各クラ
ブより地区委員を１名以上」をテーマに話をせ
よ、とのことでありました。どういう話に持って
いったら良いか皆目解りませんがとりあえず話
をさせていただきます。宜しくお願い致します。
卓話のテーマは今期の地区スローガン「プラスワ
ンの考動を！」を踏まえた 11 のチャレンジ項目
の一つに挙げられています。
　この地区委員の排出状況について我が宮崎東
ロータリークラブの過去における地区への出向
状況をひも解いてみると、資料の関係で 2005
～ 2006 年度から今年度までの 14 年間では、
・一人も出ていないのが４年
・一人出ているのが７年
・二人でているのが２年
・三人でているのが１年（昨年度）

　という状況でした。
　私自身が初めて地区委員の委嘱を受けたのは
フェローシップ委員会委員でした。委員会の開催
は年３～４回だったと思いますが、私はこの年に
一度しか出席できず、と言うことは、ほとんど内
容も理解できない＝クラブに持ち帰り報告もで
きない＝出向している意味がない、となり惨澹た
るありさまでした。
　ところで、昨年度私は宮崎県中部分区ガバナー
補佐を拝命しました。
　ガバナー補佐になるとそのご褒美として①地
区研修委員会委員、②ＲＬＩ委員会委員、③地区
管理運営・連絡委員会委員、④新クラブ拡大委員
会委員と四つの委員を同時に委嘱されました。
　その他にも昨年は、かなりの数の委員会から委
員会開催の度にお声がかかりました。真面目に対
応すると年間 100 日近くの稼働になろうかと思

久寿米木和夫　会員

その他　
・バリー・ラシン会長のバハマ、地中海は 50

年後（海抜 1 ｍ）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。

います。
　ただ役を仰せつかって、役目柄地区の色々な委
員会と係わりを持ったことにより、今まで見えて
こなかったロータリーの運営や諸々の事が少し
理解できたような気がします。
　ちなみに今年度私は①地区拡大委員会委員、②
表彰選考委員会委員、③ロータリー財団ポリオプ
ラス委員会委員と三つ委員の委嘱をその後のご
褒美として受けています。
　また、もう１名上山会員が地区委員を受けてお
り、当クラブとしては地区に二人委員を出してい
ます。
　話は変わりますが、宮崎県中部分区で二か月に
１回開催している勉強会も、テーマによっては勉
強になります。昨年度は会長・幹事エレクト的立
場の方が結構参加していました。
　我が宮崎東クラブは勉強会と言うものを行っ
ていないので、中部グループ内の他クラブとの交
流会がその機会となればとの思いから昨年度一
度行いました。
　ロータリーを知るには、当たり前ですがロータ
リーを学ぶしかありません。
　そこで、ロータリーの本質を手っ取り早く知る
には地区委員になることが近道だと思います。
　地区委員の任期は基本一年、先ほども申しあげ
たように、年間にそう何日も拘束はされません。
真面目な話、いつも話に出てくるような理想に近
いロータリアンは地区の委員会にこそ濃い密度
でいらっしゃいます。
　地区委員会でそのような方と知己を得る事で
ロータリアンとしてより深く、生涯通じてつなが
りを持てるような人脈も新たに生まれる可能性
があります。
　宮崎東ロータリー会員の皆様も是非一度、地区
委員を経験してみてはいかがでしょうか。昨年の
地区委員の数は概ね 150 人前後だったように記
憶しています。地区が 66 クラブという事を考え
ると１クラブ１名ではなく、２名は欲しいところ
かなと感じます。
　御一考のほど、宜しくお願い致します。

「会員増強純増１名」

　今年度会員増強委員長拝命しております平木
泰英と申します。
　会員増強についての考え私なりの考え方申し
ますので、どうぞよろしくお願い致します。
　現在我がクラブの会員数は 30 名と前年比 4
名減少でのスタートです。
　さみしいスタートですね、活動計画書の目標は
40 とさせて頂いておりますので、今期早々に達
成できるよう、会長・幹事・役員・会員皆の力で
達成できるよう、頑張る所存です。
　詳細はまず、会員に対しアンケート実施いたし
ます（お誘い出来そうな方、例会見学可能な方）

平木　泰英　会員



例 会 記 録 第902回  2018年8月6日（月）

プログラム

・会長タイム　・幹事報告　・委員会報告
◎ガバナー公式訪問
　　　ガバナー　　　川原　篤雄
　　　ガバナー補佐　安田　秀一
　　　筆頭副幹事　　池田　耕夫

出席状況報告

8月6日 第902回 7月23日 第900回

会員数 30名 会員数 30名

出席数 21名 出席数 19名

出席率 70.0％ 修正出席率 70.0％

メイキャップを積極的に行いましょう。

メーキャップ　　後取り：矢野間浩司 君、迫園　洋二 君

スマイルＢＯＸ

久寿米木和夫　君

川原ガバナーをおむかえして！

などリスト作成して例会時に発表するような形
式で進んでいきたいと思います。
　又、退会防止にも力入れていきたいとかんがえ
ております。前年度 6 月末に数名の退会者がい
ます。ロータリーの友を見てみると入会 3 年未
満での退会者も多数出ています。
　やはり、例会出席して、楽しい例会や食事が美
味しいとか、何か魅力ある例会作りも大切だと考
えております、そのためにどうすれば良いのか、
会長などと協議し実践して参ります。
　会員の皆さんと一緒に頑張る所存です。

「広報、公共 R ブランド周知強化・　　
　　　　　　ロータリーデーの実施」

　2018 － 2019 年度のクラブ会報・広報委員
会の委員長を仰せつかりました柳園と申します。
前年度より会報・広報委員として活動しておりま
したが、これまでは例会や事業の様子を写真撮
影し週報として発行してもらう程度でした。今
年度は RI 会長の会長あいさつにて「公共イメー
ジに重点をおく」という言葉が入っていること
もあり、ロータリークラブの認知度を高めるた
め活動していかなければならないと考えていま
す。まずは SNS の活用をと言われてますので、
Facebook や Instagram でクラブのページを作
成し活動内容を掲載できるようにしていきたい
と思います。一般の方にもロータリークラブが
どういった活動をしているかアピールでき、ロー
タリークラブの公共イメージと認知度の向上に
よって会員増強をサポートしていくこともでき
るのではないかと思います。また他クラブとの
Facebook 等で情報交換をすることで今後の活
動にも参考になっていくのではないでしょうか。
　ロータリーデーについては、My Rotary には

「地域社会の人々に、楽しみながら情報を学んで
もらうイベントを催し、ロータリーを紹介する」
とあります。私の解釈では、あまり限定されるも
のではないのではないかと考えています。例え
ば、11 月に計画している職場訪問や、当クラブ
でいえば青島学園との交流事業などクラブでの
通常の例会以外の外での一般の方との交流があ

る活動はロータリーデーとしてもいいのではな
いかと思っています。そういった活動を、SNS
や広告を通じて一般の方に向けて発信すること
が大切なのではないかと思います。
　まだ私自身がロータリーについて勉強しなけ
ればならないことも多いですが、一般の方への
ロータリークラブがどういった活動をしている
のか知ってもらうため頑張りたいと思います。

「職業奉仕の強調」

　今年度の職場訪問は、昨年新たに工場、販売所
を新設された我が宮崎東 RC のメンバーの職場と
しました。同じ RC のメンバーの作業場を訪問す
ることで、親近感を増し、つながりを深くしたい
と思います。
　今年度の職業奉仕賞（我がクラブではひまわり
賞と命名しております）の対象者に考えておりま
すのが、社会奉仕委員会で昨年より支援を決定し
ました児童養護施設　青島学園　及び地域のお
年寄り、子供たちのために長年にわたり支援され
ている青島地区の自治会を選考したいと考えて
おります。自治会員の活動は主に職場始業前や終
了後、休日等に限られていますが長年の活動で、
地域のお年寄りや父兄から高い信頼を得られて
おります。
　今年度は、社会奉仕委員会とも連携して賞を贈
りたいと思います。

柳園　八星　会員

鳥越　逸雄　会員


