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第771回例会

平成26年7月19日(土)17：00～（溝口年度 第2号）

◆本日のプログラム
『職場訪問：志布志湾大黒ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ』
担当：職業奉仕
・それでこそロータリー
◆ロータリーソング
・四つのテスト唱和

◆会務報告
☆関係首長への地区大会ご案内について
☆公共ｲﾒｰｼﾞ部門・ｸﾗﾌﾞ委員長会議のご案内
日時 2014年7月26日（土）
場所 メインホテル 4Ｆ （都城市）
☆3ＲＣ合同例会のご案内（裏面をご覧下さい）
☆3ＲＣ合同例会のご案内
☆第2730地区E-クラブ創立の
お知らせと強力金の御礼
☆ハイライト米山 172号
☆青少年交換オリエンテーション（ご案内）
☆財団室NEWS 7月号
７月ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ・・・１ドル＝102円
☆バギオだより ７月号

3.その他
下期プログラムは
決まり次第お知ら
・予算書（案） ・・・承認
せ致します。
・上期プログラム予定表（案） ・・・承認
・理事会担当者：8月中山くん・9月川崎くん・11月市坪くん
（その他の月は決まり次第お知らせ致します）
・ガバナー公式訪問の発表者：再度話し合い
・役員・理事・委員会名簿について
・定款・細則の見直しについて
・事務局HDDの購入について（15,000円前後）・・・承認
→(7月11日ＨＤＤ購入・・・16,847円）
＊8月理事会日程＊
8月7日（木）白鶴にて 19：30～ 担当：中山くん
《スマイル報告》
溝口会長、市坪幹事、１年は早いものであっと言う間に
終わります。頑張って下さい。（財団へ）
楠田 利浩
本日のスマイル財団へ2000円でした。ありがとうございます！

《７月例会変更のお知らせ》
1.6月末会計報告書
・・・承認
【鹿屋西RC】
前年度並びに本年度予算（案）・・・承認
7/21（月）法定休日(海の日）につき休会
前年度並びに本年度予算（案）
2.7・8月ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ確認・上期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ予定表・・・承認
【串良RC】
2.7・8月ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ確認・上期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ予定表
７月プログラム
7/21（月）法定休日(海の日）につき休会
7/24（木）３RC合同例会：フェローシップ
7/28（月）24日（木）へ変更 18：30～ 高山温泉ドームにて
・高山温泉ドームにて 18：30～（ﾎｽﾄ：きもつき）
串良・きもつき・南九州大崎 3RC合同例会
【志布志みなとRC】
7/31（木）クラブ協議会：会長
8月プログラム
7/23（水）モニュメント清掃の為 12：30～ 若浜埠頭にて
【鹿屋RC】
8/7（木）増強フォーラム：会員増強
8/14（木）お盆休みにつき休会
7/23（水）クラブ協議会の為 18：30～ ホテルこばやしにて
【きもつきRC】
8/21（木）外部卓話：青少年奉仕
8/28（木）公式訪問前クラブ協議会：会長
7/24（木）3RC合同例会の為 18：30～ 高山温泉ドームにて
24名
58.33% 鹿屋西
会員数
出席率
月 14 クラブ協議会 夜 21 祝日休会
出 7 出席数
13名 6 出席数
15名 串良
月 14 通常例会 昼 21 祝日休会

◆理事会報告

／ 出席率

52.00% ／

修正出席率

62.50% 志布志

火 15 通常例会 夜 22 通常例会 昼

席
報
告

3 欠席者: 豊住・上村・久徳誠 26 メークアップ： 白山・上村
出 安楽・玉田・徳重・中倉・山下 修
席 大野・今福・松永・川崎
正

志布志みなと

水 16 通常例会 夜 23 会場変更 昼

鹿屋

水 16 通常例会 昼 23 通常例会 昼

かのや東 木 17 通常例会 昼 24 通常例会 昼

長期欠席者には、声を掛け合い例会出席を促しましょう きもつき

木 17

クラブ協議会

夜 24 通常例会 夜

＊例会＊
7 月 24 日(木)18：
)18：30～高山温泉ドームにて
30～高山温泉ドームにて
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「３RC 合同例会」担当：平野くん
参加費

500 円(後日引落し)

※ ﾏｲｸﾛﾊﾞｽご利用の方は、事務局までお知ら
せ下さい。
≪ﾊﾞｽ時刻≫

あすぱる大崎 17：40 発
三文字バス停 17：45 発

ﾛﾝ・ﾊﾞｰﾄﾝ 20132013-14 年度 RI 会長、1
会長、1 年を振り返って

名残惜しい
お疲れ様でした!
ですが・・・

楠田前会長・宮脇前幹事

2013-14 年度国際ロータリー会長（RI 会長）のロン・
バートン氏（米国オクラホマ州、ノーマン・ロータ
リークラブ）は、この 1 年間、世界各地のロータリ
ー活動を応援するために、50 カ国を訪問。その移動
距離は 800,000km 以上に及びます。周囲からビデオ
会議などの簡単な方法も勧められましたが、直接会
って話をすることを重視し、世界を駆け回りました。
「会長である私が重要なのではなく、会長としての仕事
が重要」

１年間お疲れ様でした！
溝口会長・市坪幹事
宜しくお願いします！

地区副幹事
久徳博文くん
地区出席推進委員会委員
久徳 誠くん

(左から)新堂くん・久徳博文くん・宮脇くん
楠田くん・平野くん・新小倉くん
中山くん・市坪くん
（久徳誠くん・今福くん・川崎くん・近藤くん）

「グーグルハングアウト」や「フェイスブック」といったイン
ターネットツールも使用して、積極的にコミュニケーショ
ンを行いました。「ロータリアンの皆さんに"ロータリーを
実践し みんなに豊かな人生を"とお願いをしたわけで
すから、私自身、ロータリーの活動を多くの人に知って
もらえるよう、家族との会話を大切にし、地域社会の奉
仕プロジェクトを訪れ、多くのクラブで話をし、世界各地
のリーダーとお会いしてきました」第 105 代 RI 会長のバ
ートン氏、その任務は重大なものだったと振り返り
ます。「ロータリー創設者であるポール・ハリスの
足跡を辿ることができたことは、実に名誉なこと」
とバートン氏。世界中で、あらゆる社会や文化を背
景とするロータリアンに温かく接してもらったこ
とを振り返りつつ、「会長である私が重要なのでは
なく、会長としての仕事が重要」だと強調します。
RI 会長の仕事は、就任する前から始まり、事前に会
長年度の計画を立て、各委員会の委員長を選び、国
際大会に向けた準備をします。成果に満ちた 1 年と
するには事前の準備が重要だと考えるバートン氏
は、地元オクラホマ州の格言に言及しました。
"Where you go in life, whatever job you set out
to do, you should always leave the woodpile a
little higher than it was when you found it."
「人生のどんな仕事においても大切なこと、それは、
どこに行っても自分が来る前よりも薪の山を少し
高くしてから、そこを去るということ」世界中のロ
ータリアンの支えがあったから、歴代の RI 会長が
積み上げてきた"材木の山"を少し高くすることが
できたと、バートン氏は述べました。
（国際ロータリーＨＰより一部抜粋）

