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平成26年8月27日(水)18：30～（溝口年度 第6号）

《9月例会変更のお知らせ》
【串良RC】
9/8（月）公式訪問前ｸﾗﾌﾞ協議会 18：30～あすぱる大崎
9/15（月）祝日につき休会
9/22（月）ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問
18：30～ あすぱる大崎
9/29（月）観月家族合同例会
18：30～ あすぱる大崎
【志布志RC】
9/2（火）→9/7（日）へ変更 スポーツ例会の為
10：00～ ダグリ岬海水浴場
9/16（火）ｶﾊﾞﾅｰ公式訪問の為 18：30～ 大黒本店
9/23（火）祝日につき休会
9/30（火）職場訪問の為 12:30～海上自衛隊鹿屋航空基地
【志布志みなとRC】
◆会務報告
19:00～ 島津第2ビル
☆大崎中学校ｻﾎﾟｰﾀｰ『輝』全体会の開催について 9/11（水）観月会の為
9/17（水）ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為
18：30～ 大黒本店
◆理事会報告
【かのや東RC】
1. ７月末会計報告 ・・・承認
2. プログラム確認
9/4（木）公式訪問前全員ｸﾗﾌﾞ協議会 18：30～かのや大黒
8/21（木）→27日（水）へ変更 例会18：30～
9/25（木）観月会の為
18：30～かのや大黒
8/28（木）公式訪問前クラブ協議会
【きもつきRC】
9/4 （木）職場訪問→R情報へ変更
9/18(木）ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為
18：30～ やぶさめ館
9/11（木）アクト合同例会
9/25(木）観月家族会の為
18:30～ やぶさめ館
【鹿屋西RC】
9/18（木）ガバナー公式訪問 例会18：30～
9/25（木）特別休会→クラブ委員会へ変更
9/1（月）公式訪問前ｸﾗﾌﾞ協議会の為 18：30～ さつき苑
9/15（月）祝日につき休会
3. その他
・公式訪問のｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ発表者：市坪君・今福君 9/29（月）観月会(ﾌﾟﾛﾊﾞｽ合同)の為 18：30～鹿屋運動公園
・都城RC60周年記念式典 10月25日（土）
【次回例会のご案内】
2名登録（溝口会長・市坪幹事）
＊例会＊８月28日（木）１9：３０～ あすぱる大崎にて
・鹿屋中央高校野球部支援金
ゲスト：風呂井敬ガバナー補佐（鹿屋西RC）
１人1,000円寄付（9月会費と共に引落し）
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「公式訪問前ｸﾗﾌﾞ協議会」担当：会長
・地区大会登録について・・・全員登録
※クラブ協議会資料をご持参下さい
※欠席の場合も登録料9,000円は引落しとなります ※委員長さん欠席の場合は代理発表のご手配までお願いします
26名
69.23% 鹿屋西
会員数
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◆本日のプログラム

『大崎中学校サポーター『輝』全体会』
会場：大崎町中央公民館大ホール
担当：青少年奉仕
≪全体会内容≫
１.これまでの活動状況報告
2.ベスト寄贈（ロータリークラブ）
3.今後の活動について
4.会費について
5.保護者・地域への紹介方法について
・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
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８月７日（木）例会
会員増強委員長 上村 雅彦
①
②
③
④
⑤

新入会員を増やす
退会防止に力を入れる
長期欠席者に声をかける
女性会員は？
イベントに誘う

田中 G の方針

額で抑えられるところが望まれています。地区内のクラブの
承認があれば、隣接地区か、比較的近接している地区内でも、
開催することができます。
また、ＲＩ理事会の承認を得られれば、2 つ、またはそれ以上
の地区が合同で大会を開催することも可能です。その形式を
「合同地区大会」といいます。
参加できる人に、制限はありません。地区内外のロータリアン
とその家族、インターアクター、ローターアクター、青少年交
換学生、ロータリー財団国際親善奨学生や学友、米山記念
奨学生、ＧＳＥ（研究グループ交換）プログラムのメンバーな
どです。来賓として、開催地の市長などを呼ぶ場合もあります
し、大会の記念講演会などを、一般公開にすることもありま
す。

１２０万人の会員を１３０万人へ（１０８％）
ＲＩ会長代理の役目

地区の中のクラブとしては 純増２名を目指す。
クラブでの居場所を作ることが大事。
昨年に引き続き候補者を上げて委員会で再度検討して
皆さんに報告させて頂きます。ご協力宜しくお願い致しま
す。

8 月 会員増強および拡大月間（Membership and Extension Month）
Month）
会員増強には、内部拡大、外部拡大の 2 つがあります。内部拡
大は、クラブの区域内で得られている適格な職業分類の代表者に

ＲＩ会長は会長代理を選任し、地区大会に派遣しています。
誰が来訪するのかは、直接ガバナーに、通知されます。大会
でのＲＩ会長代理の任務は、代理として講演を行い、各種行
事に参加して親睦を深め、ロータリー情報を伝達することで
す。大会への参加以外にも、可能な限り大会前後に日程を組
み、その地区のロータリークラブや奉仕のプロジェクトを訪問
するべきである、とされています。ＲＩ会長代理には、大会終
了後、ＲＩ本部へ所感報告義務があります。
ＲＩ会長代理は夫妻で訪問し、旅費はＲＩから支払われますが、
宿泊費やその他諸々の大会関係の費用は、通常、大会費用
で賄われます。ＲＩの最高役員であるＲＩ会長「代理」なので、
席次もＲＩ会長に準じ最高位に準備されます。
また、会長代理以外にも、ＲＩから役員が参加するときもありま
す。「ＲＩ会長代理エイド」という言葉を聞いたことがあると思い
ますが、これらＲＩ関係者には、「エイド」が任命されることがあ
ります。エイドとは、文字通り、会長代理を諸般の面で aid（助
ける）人のことです。

入会してもらい、クラブの会員数を増やすことです。

大会の目的――
大会の目的――そして何を行いますか？
――そして何を行いますか？
外部拡大とは、ロータリークラブがまだ存在していないところに、
新しくクラブを設立してロータリーを拡大し、
会員数を増やす活
動です。この活動は、地区においてはガバナーと、スポンサーク
ラブの協力で行われ、無地区地域では、国際ロータリー理事会の
もとで遂行されます。クラブの拡大は、会員数増加の牽引車(け
んいんしゃ)的役割を担っています。

地区を単位として、地区内外のロータリアンとその家族が年
に一度、一堂に会す「地区大会」。地区大会は、ロータリーに
関する情報交換が行われる場であるとともに、親睦の場ともな
ります。近隣のクラブ間では交流する機会もありますが、同じ
地区内でも、遠いクラブと交流をもつのは難しいもの。地区大
会は「ロータリーを広げる」チャンスです。
いつ、どこで、どんな人たちが
地区大会の開催日程ですが、ロータリー、地区協議会、国際
協議会、国際大会、いずれの日程とも重なってはいけません。
さらに、国際大会の前後8 日間も、除外しなければなりません。
国際ロータリー（ＲＩ）理事会としては、地区大会をロータリー
年度（7 月から始まって 6 月まで）の前半に、祝日を避けるな
どして 2～3 日の日程で開催するよう、奨励しています。
場所は、できるだけ多くの人が出席できて、登録料を妥当な

大会の目的は、
・地区の奉仕プログラムやプロジェクトを紹介する。
・奉仕にさらに参加するようロータリアンの意欲を高める。
・クラブレベルを超えたロータリーのビジョンを共有する。
・思い出に残る親睦の経験を楽しむ。
・ロータリーのリーダーと交わる機会を提供する。
となっています。（『2010 年手続要覧』P56）
また、地区大会では、規程審議会に提出する立法案を承認
または提案することができます。規程審議会に送る代表議員
を選出することもできます。
地区大会が終わったら
地区大会が終了後、30 日以内に、ガバナーまたは議長代行
者は地区大会幹事とともに、「地区大会報告書（District Conference Report）」を作成しなければなりません。これは地区大
会での決定事項、出席クラブ数、その他の事項を記載し、ガ
バナーおよび地区大会幹事から、ＲＩ事務総長に提出される
正規の報告書です。地区内クラブ幹事あてで、各クラブにも 1
部配布されます。
最近の経費節減・環境保護の風潮も鑑(かんが)み、「地区大
会報告書」を、地区内の各クラブの会長・幹事に対して毎月
ガバナーから発送される『ガバナー月信（Governor's Monthly
Letter）』の特別号として発行したり、ＤＶＤで作成するアイデ
アもあるようです。
（ロータリージャパン HP より）

