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第807回例会

平成27年4月23日(木)19：30～（溝口年度 第38号）

◆本日のビジター
志布志みなとロータリークラブより
東部分区８ＲＣ親睦ゴルフ大会 実行委員長
オカドメ

岡留

ヨウジ

洋治

様

会長
ノ ダ

野田

シロウ

志朗

ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン
田 中 俊 實 （鹿屋 ＲＣ）

様

☆大崎オープンゴルフ大会
日 時 平成27年5月17日(日) 7：30スタート(雨天決行)
場 所 大隅カントリークラブ・大崎町
参 加 料 1,000円
参加資格 町内に居住する人・町内出身の人
町内の事業所に勤務する人
※詳細・お申込みは回覧をご覧下さい
申込締切り・・・5/1（金）

国際奉仕委員長
ヤマダ

山田

カツロウ

勝郎

様

◆本日のプログラム
『出席フォーラム』
担当：出席（管理運営）

◆ロータリーソング
・手に手つないで
・四つのテスト唱和

◆会務報告
・・・5/7（木）引去り
☆５月会費引き去り明細票
☆次期クラブ会長会議会のご案内
日時 平成27年5月24日(日) 9：10～9：35
場所 延岡市中小企業センター
（野口記念館より徒歩1分）
・・・該当なし
☆2015-16年度各種状況調べ
☆現況報告書提出のお願い ・・・4/21送付済
☆ハイライトよねやま 181号
☆創立30周年記念事業へのご協力の御礼
☆週報を頂きました
・かのや東ＲＣ
会員数

27名

出席率

出

4 出席数

15名

4 出席数

席

／ 出席率

55.56% ／

修正出席率

《４・5月例会変更のお知らせ》
【串良RC】
5/4（月）祝日休会
5/11（月）クラブ協議会の為 18：30～
5/25（月）職場訪問例会（詳細が決まり次第お知らせ致します）
【志布志RC】
4/28（火）職場訪問例会の為 12：30～
志布志市埋蔵文化財ｾﾝﾀｰにて
【志布志みなとRC】
4/22（水）ポリオ募金活動の為→4/29（水） 時間未定
お釈迦まつり会場にて
【鹿屋RC】
4/29（水） 祝日休会
【きもつきRC】
5/7（木）特別休会
5/21（木）クラブ協議会の為 18：30～
【次回例会のご案内】
＊＊例会＊＊
４月30日（木） １９：３０～ あすぱる大崎にて
プログラム「Ｒ雑誌月間」
担当：近藤君
40.74% 鹿屋西
11名 串良
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55.56% 志布志

火 21 通常例会 夜 28 職場訪問 昼
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鹿屋

水 22 通常例会 昼 29 祝日休会

正
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9 欠席者: 安楽・大野・豊住

2 メークアップ： 新小倉・楠田

報

出 玉田・松永・今福・新小倉

告

席 福留・小野・中倉・平野
下舞

月 20 通常例会 昼 27 通常例会 昼

きもつき

29 募金活動

木 23 通常例会 昼 30 通常例会 昼

４月９日（木）例会

８ＲＣ親睦ゴルフ大会
日時 平成２７年５月３０日（土） ９：００ 開会式
場所 大隅カントリークラブ
申込締切り・・・4/24（金）

（ロータリージャパンＨＰより）

Ｒ情報 楠田 利浩

２月２２日（日）に開催された「クラブ研修リーダ
ー・クラブ幹事 第２回 地区研修セミナー」の中で
の講演内容の資料を頂きましたので、会員の皆さまへ
の報告を兼ねてＲ情報とさせて頂きます。
◇テーマ：｢真のロータリーを学ぶ｣
※講師：三木明ＲＩ研修リーダー・ＲＩＤ２６８０
ＰＤＧ(姫路ＲＣ)

親愛なるロータリアンの皆さん、今日、コミュニケーション
をとる方法は、かつてないほどたくさんあります。テレビ会
議やインスタントメッセージの時代において、私たちは、お
おむねどこにいても共に活動することができ、また、ロータ
リーの活動をフェイスブック、ツイッター、国際ロータリーの
ウェブサイトで知らせ合って、常に連絡を取り合うことができ
ます。しかし、皆さんがまさに今、手に持っている、あるい
は電子端末で読んでいる雑誌は、これからもとても大切な
役割を担い続けていくことでしょう。
多数のノーベル賞、ピュリツァー賞受賞者が執筆
『The Rotarian』は、世界で最も古くから出版されている雑
誌の一つで、1911 年、ポール・ハリスの寄稿文を特集して
創刊し、以来、休刊することなく出版されています。当時、
その雑誌はモノクロ印刷で、ほんの数ページのものでした。
活字は小さく、写真もほとんどなく、広告はピアノ業者や紳
士用品店、そして給水・給湯が完備されたホテル 1 軒でし
た。
現在、『The Rotarian』はスマートフォンやタブレットで読
むことができ、地域雑誌は 24 の言語で発行されています。
この雑誌にはデズモンド・ツツ、ジョージ・バーナード・ショ
ー、ニコラス・マレー・バトラーをはじめとする 17 人のノーベ
ル賞受賞者、19 人のピュリツァー賞受賞者が執筆していま
す。毎月、『The Rotarian』は、ロータリー世界の最良の寸描
を私たちに届けてくれます。それは絆であり、楽しみであり、
啓蒙（けいもう）であり、刺激であります。

第５回会長・幹事会（新旧合同）
日時 平成２７年４月２８日（火） １８：３０～
会場 ホテルさつき苑
大崎オープンゴルフ大会
日時 平成２７年５月１７日（日） ７：３０～
場所 大隅カントリークラブ
申込締切り・・・5/1（金）
2014-15 年地区会員増強セミナー
日時 平成２７年５月２３日（土） １４：００～１６：４０
会場 ホテルメリージュ延岡
Ｔｅｌ 0982-32-6060
2015-16 年度地区研修協議会
日時 平成２７年５月２４日（日）
会場 延岡市野口記念館
Ｔｅｌ 0982-32-3745

９：３０～１５：３０

今の時代の雑誌の役割
恒常的に通信が行われ、新たな情報を得る手段がいくら
でもある時代に、今なおロータリーの雑誌は必要なのでし
ょうか？ 絶対に必要です。それは雑誌がこれまでもそうだ
ったように、今なおロータリーについての言葉を広めるの
に最も良い方法の一つだからです。雑誌は私が数々のロ
ータリーデーの楽しさや興奮を皆さんと分かち合うことを可
能にし、世界中のロータリアンの素晴らしい活動を掲載し、
私たち全員に関係のある重要な問題に焦点を当てます。
『The Rotarian』はロータリアンだけが楽しめるものではなく、
ロータリーの公共イメージを広め、ロータリアンが行う活動
を世界に示す素晴らしい方法なのです。
ですから、この号を皆さんが読み終えたら、誰かに差し上
げてください。今月号の記事に、特に興味を持ちそうな人
は誰かを考えてみてください。友達、仕事仲間、同僚に渡
しましょう。ロータリークラブの例会に誘ったことがある人と
分かち合ってください。www.therotarianmagazine.com を訪
れて、ソーシャルメディアで話を分かち合ったり、Ｅメール
でリンクを送りましょう。ロータリアンが 100 年以上続けてき
たように、ロータリーに輝きを与えるために利用しましょう。

