
◆ソング：国歌・奉仕の理想

◆ロータリーの綱領（佐々木会員）

◆会員誕生日 …今井、木村

◆配偶者誕生 …藤中、三好

◆結婚記念日 …久藤

◆事業所創立 …川本、朝比奈、鴨宮

◆就任スマイル…吉田

◆無届欠席 …市川

◆特別スマイル

・8月24日オーストラリア炭運搬船で小学生の体験

乗船イベントを大成会員と共に催行することが

出来ました。フィリピン国の船長、乗組員一同

に歓待して頂き有意義なものとすることが出来

ました。 （川本照夫）

９月お誕生日を代表して今井会員よりお礼の言葉

が述べられました。

幹事 朝比奈 勝也

・公式訪問について ガバナー 田村泰三

日 時 平成23年10月6日(木）

会長幹事会 11：30～12：00

例 会 12：30～13：30

フォーラム 13：40～15：10

来 訪 者 田村 泰三 ガバナー

金井 哲明 随行幹事

上田 隆治 ガバナー補佐

中川 正巳 ガバナー補佐幹事

・例会終了後、定例理事会を行います。

会長 下山 生修

去る27日、第2710地区指導者育成セミナーに佐藤

会員増強委員長、吉本ロータリー財団委員長共々

出席して参りました。

今回のテーマは既にお伝えしましたように「ロー

タリーの魅力を求めて」でありまして、お二人か

らもご報告していただきますが、私からも必要な

るポイントをご報告申し上げます。

先ず、午前中は南園ＲＩ理事の基調講演でロータ

リーのリーダーシップは超我の奉仕という同じ船

にのっている横型のリーダーシップであること、

プロジェクトやプログラムに継続性を持たせる、

つまり縦糸と横糸の織りなす術であること、五大

奉仕はバランスのとれたプログラムを開発せよと。

また2013年からスタートするＲＩ新長期計画はク

ラブのサポートと重点化と増加、公共イメージと

認知度の向上を三つの実践項目と指摘されました。

午後の三木PGの「ロータリーの魅力」という話、

会員の減少はロータリーの魅力がなくなったのが
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2011-2012年度 国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー

2011年９月１日 第2302回(誕生席)例会記録

今週のプログラム ９月８日 次週のプログラム ９月１５日
新世代奉仕委員会担当例会

バンブースポーツクラブ
クラブマネージャー 東 克哉 様

職 場 例 会

道の駅たけはら



原因であること、毎週集って磨くのは心を磨くの

であって正に倫理観を高めることであること、ロー

タリーは倫理運動を提唱する団体であり、これが

本髄である。又職業倫理を高めること。世の為、

人の為である。異業種の知恵を得られるし、互換

もできる。

次に分科会でのポイントはロータリーの適性者が

意外に吾々の近くにいること、熱意と誠意、使命

感で全員が取り組めば増員できること、奉仕活動

している中に意欲的な適性者が現れること、遠方

の知人はネットワークを使い紹介すること。大変

参考になりました。私も改めて自分の周囲を見渡

しノミネートし直す所存です。

◆新世代奉仕委員会 委員長 鴨宮 弘宜

9月25日(日)吉名小学校に於いて新体力テスト・ふ

れあいスポーツ大会が開催されます。多数のご参

加をお願い致します。動きやすい服装、屋内シュー

ズをご持参下さい。

◆親睦活動委員会 委員長 堀越 賢二

8月25日(木）休暇村大久野島で開催した納涼例会

に多数ご出席下さり有難うございました。三好会

員には大変お世話になりました。来週の例会後に

委員会を開催しますので会長幹事及び担当の方は

宜しくお願い致します。

会員組織委員長 佐藤 守幸

会員増強部門に出席致しました。第2680地区PG 姫

路RCの三木氏の講演が行われました。要約します

と、ロータリーの魅力を見出そう、毎週例会へ出

席し、お互いの仲間が元気なことを確認し、夫々

のロータリー精神をお互いが学びながら自分の職

業を通じて切磋琢磨して更に自分の職業を磨きロー

タリー精神を全うしよう。そしてロータリーの資

質の向上に努めて頂きたい、とのお話でした。ロー

タリアンは職業人であります。お互い切磋琢磨し

て非常に厳しい世の中ですが努力し自己研鑽に努

めましょう、そうすることで立派なクラブになる

こと、それにより沢山の新人の会員が入ってくる

ことを願いたい。各クラブとも数年間で会員が激

減しております。それをカバーするのは熱意、誠

意、使命感が必要です。継続的に会員増強に努め

ましょう。

Ｒ財団・米山委員長 吉本きよ子

ロータリー財団部門セミナーについて報告致しま

す。未来の夢計画について川妻PGより説明があり

ました。《補助金は新地区補助金とグローバル補

助金の二つで構成される。新地区補助金は、一括

して地区に支給されるもので、DDF（地区財団活動

資金）の50％までを使用することができる。新地

区補助金は、地元で生じたニーズに迅速に応える

柔軟性があると同時に、海外や地元のクラブと協

同でプロジェクトの実施を計画する目的にも使用

できる。 グローバル補助金は、財団の使命に関連

する6つの重点分野において、より大きな成果と長

期的な持続が望める大規模な国際プロジェクトを

支援するもの。重点分野は 、1. 平和と紛争予防

／紛争解決 2. 疾病予防と治療 3. 水と衛生設備

4. 母子の健康 5. 基本的教育と識字率向上 6. 経

済と地域社会の発展》

次に、ロータリーカードの加入促進について、で

きればゴールドカードの加入をお願いしたいとの

ことでした。

９月お誕生日の木村安伸会員より会員卓話が行わ

れました。

◆日 時 平成23年9月1日(木)

◆場 所 大広苑

◆出席者 11名

◆議 題

①職場例会の件 承認

9/15(木)道の駅たけはら 12：30～13：30

1,260円ランチ 現地集合

②第3期RLI2710分科会研修パート3の件 承認

9/11(日)荒谷会員出席 登録料及び交通費拠出

③プレ公式訪問例会の件 承認

④公式訪問例会の件 承認

⑤9月8日(木)外部卓話の件 承認

バンブースポーツクラブ

クラブマネージャー東 克哉 様

⑥安芸津町敬老会の件 祝30,000円 承認

⑦米山功労法人表彰状額購入 承認

⑧震災寄附の件9/22クラブアッセンブリーで協議

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３５名 ３２名 ０名 １名 ２名 97.14％


