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第780回例会

平成26年9月25日(木)19：30～（溝口年度 第11号）

◆本日のプログラム
『クラブ委員会』

◆ロータリーソング

ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン
田 中 俊 實 （鹿屋 ＲＣ）

担当：会長
・手に手つないで
・四つのテスト唱和

◆会務報告
☆第36回バギオ訪問交流の旅
☆衛星クラブ情報
☆集団献血の実施協力依頼について
日時 １０月６日（月） 9：30～11：30
12：30～15：30
会場 あすぱる大崎 駐車場
協力者名簿の
ご提出をお願
☆半期報告書の提出について
いします！
☆地区大会の登録について
（9/30迄）
☆地区補助金送金のお知らせ
9月12日 211,344円 振込入金されました
☆10月米山月間資料のご案内
豆辞典
クラブ米山奨学委員長の手引き
寄付マニュアル
2013年度事業報告書
事業報告書統計
2013年度決算報告
追加資料申込書
※豆辞典は10月にお渡し致します
☆10月会費引去り表 ・・・10/6（月）引去り予定
《スマイル報告》

《9月・10月例会変更のお知らせ》
【串良RC】
9/29（月）観月家族合同例会
18：30～
10/13（月）祝日につき休会
10/20（月）→18日（土）
11：30～鹿屋市文化会館
【志布志RC】
9/30（火）職場訪問の為 12:30～海上自衛隊鹿屋航空基地

10/7（火）観月会の為 19：00～ 志布志湾大黒ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ
【志布志みなとRC】
10/8（水）職場訪問の為 12：30～ 東洋埠頭（志布志町）
【鹿屋RC】
10/1（水）観月会の為 18：30～ ホテル大蔵
10/22（水）→18（土） 11：00 鹿屋市文化会館
【きもつきRC】
10/2（木）職場訪問の為 12：30～ 高山警察署
10/16(木）→18日（土） 11：30～鹿屋市文化会館
10/23（木）→19日（日） 9：00～鹿児島銀行高山支店 ２F
「やぶさめ祭り献血運動・骨髄バンク支援活動」の実施
【鹿屋西RC】
9/29（月）観月会(ﾌﾟﾛﾊﾞｽ合同)の為 18：30～鹿屋運動公園
10/13（月）祝日につき休会
10/20（月）特別休会
【次回理事会・例会のご案内】
＊理事会＊
10月2日（木） 19：30～
新小倉くん自宅にて 担当：新小倉くん
田中ガバナー・風呂井補佐、本日は公式訪問ありがとう
＊例会＊
ございました。地区大会に向けて盛り上げていきましょう。
10月4日（土） 19：00～
市坪 新悟
野方公民分館グラウンドにて
今福 和幸
担当：フェローシップ
※本日のｽﾏｲﾙ：一般へ2,000円でした。ありがとうございます！
※雨天時は野方小学校体育館にて行います
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① 会員増強 120 万人→130 万人（108％）これに従う
と、計算上 2,300×108％＝2,484 人（＋184）、チ
ャレンジしましょう。
② ロータリー110 周年を記念して、ポリオ撲滅とロ
ータリーデーを組み合わせてイベントをする。
③ クラブにおいて、RI 戦略計画と CLP の本格導入を
奨励する。
④ 以 上 の た め に 、 My
Rotary
（www.rotary.org/myrotary/ja）から開ける「ロ
ータリークラブ・セントラル」は、クラブにおけ
る戦略計画の 3 つの主要な分野
（会員増強、
奉仕、
ロータリー財団への寄付）の目標に向けた進捗や
活動状況を確認できるオンラインのツールです。
活用しましょう。

田中 俊實ガバナー
「ありがとうロータリー」の
歌について、説明致します。
この歌の元歌は、1 月サンデ
ィエゴでの国際協議会の時、
開会前に皆で歌った曲に日本
語で歌詞を私と同期の静岡の
ガバナー 岡本一八氏がつけた歌です。「富士の高嶺
見つめて
地に足を踏みしめ」のところを高い目
標に向かって一歩ずつ前進しましょう。と読みまし
ょう。全体的にとても良い歌詞だと思います。特に
皆さん、2014-15 年度「ロータリーに輝きを」のテーマ
「ありがとうロータリー 出会えた奇跡」のところ
実現に絶大なる御協力をお願い致します。
が好きです。
世界のロータリーの中で職業奉仕と奉仕実績を高いレ
今年 1 月、サンディエゴの国際協議会でゲイリー・
ベルで実行できている地区を目指しましょう。
ホァン会長は、ニュースを見るたびに、助けを必要
としている人々が世界にいかに大勢いるかというこ
3. シドニーでの 2014 年ロータリー国際大会では、ロー
とを思い知らされます。私たちロータリーの仕事は、
タリアン、ロータリーファミリー（学友・IA・RA）、
世界のニュースを少しずつ、より良く、より明るく、
ゲスト WHO 事務局長補佐ブルース・マイルワード氏
希望にあふれたものにすることです。ただ座って暗
等、すばらしい方々のスピーチを聞くことができた。
闇を呪うよりも、「ローソクをともしたほうがいい」
特にポリオ、財団、奉仕活動に絞った内容でした。
という格言からローソクを灯すのがロータリーです。
ロータリアンとしての心磨き、ロータリーの歴史等
私が一本、あなたが一本、こうして世界 120 万人全
の発表はなく、大変淋しい気がした。今や RI は理論
員がローソクを灯します。力を合わせれば世界を光
派より奉仕行動派が主流で、特にポリオ撲滅、世界
で輝かせることができるのです。すなわち、「ロー
の弱者救済と青少年奉仕に力点が置かれ、その為の
タリーに輝きを」与えることができます。
会員増強と寄付増進が求められています。
さらに、修身斉家、治国平天下を述べられ、「超我
の奉仕の理念によって自らを律しますが、奉仕にお
いて高い目標を掲げるためにはロータリー自体に対
する手入れを怠らず、ロータリーファミリーを拡大
していくことが必要です」と説かれ、2014-15 年度に
は、ロータリーの奉仕を人々と分かちあい、クラブ
をより強力なものとし、地域社会で、世界でロータ
リーの存在感を高めることで、「ロータリーに輝き
を」もたらして下さい。
ということで、「ロータリーに輝きを」というテー
マを発表されました。そして、次の３点を強調され
ました。

（1）

（2）

（3）

本ロータリー年度会員数 130 万人という目標を達
成することにより、「ロータリーを輝かせて」下
さい。
ロータリー110 周年を記念してポリオを撲滅して、
「ロータリーに輝きを」もたらし、歴史に 1 ペー
ジを刻みましょう。
（1 人 3 ドルと地区 DDF×20％
のエンドポリオ寄付が期待されています。）
ロータリーデー（7～12 月）を成功させて「ロー
タリーに輝きを」を実現させましょう。

2014-15 年度 34,000 を超えるクラブを強化し、「「ロ
ータリーに輝きを」もたらせば、ロータリーの奉仕で世
界に輝きをもたらすことができるでしょう」と結ばれま
した。ゲイリー・ホァン会長の「ロータリーに輝きを」
のテーマを実践するのは誰でしょうか。そうです。我々
一人一人のロータリアンです。一人 一人が強く輝きま
しょう。その為には、ロータリアンはまず超我の奉仕の
理念により、自らを律しなさい。つまり、ロータリーの
目的を受け入れ、実践することにより、ロータリアンと
しての自覚と誇りを持ちましょう。そして地域や国際的
な奉仕実績にも自信と誇りを持ちましょう。世界のニー
ズの変化によるロータリーの組織とやり方の変化に伴
い、戦略計画、CLP 等を取り入れることにより、クラブ
の活性化を図り、地域で、世界でロータリーを輝かせま
しょう。その上で、

我々2730 地区のロータリアンは、ゲイリー・ホァン
会長の修身斉家、治国平天下の言葉に支えられ、職
業奉仕と奉仕実績の両論を高いレベルで達成して
「ロータリーに輝きを」もたらしましょう。

