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４月１１日
会

【 ２０１９年 ３月２８日 第２６５０回 例会記録 】
□点 鐘
□ロータリーソング：それでこそロータリー
□会員数：２９名（免除者：３名）
□出席者：２０名
□欠席者： ４名
□メイク： ５名
□出席率：８６．２１％

日時 ５月１１日(土)
・４月２１日(日)賀茂川清掃出欠回覧
会長

板場

英行

会員の皆さんこんにちは。３月
下旬、春の陽光がまぶしい時候
となり、桜開花の知らせが各地
□会員誕生日
大森
寛
本庄 純夫
で報道されています。当地にお
荒谷 隆文
鴨宮 弘宜
いても今週末の開花、次週が絶
福本 博之
好の花見となりそうです。明日
□結婚記念日
本庄 純夫
木村 安伸
は、プロ野球のシーズン開幕で
大成 義彦
田中 幸俊
球春到来です。昨日のＴＶ報道、
川崎 俊和
今日の中国新聞「カープタイムス」特集など、開幕
□配偶者誕生日 大森
寛
気分を盛り立てています。また、４日後の４月１日
□事業所創立
久藤 孝仁
夜船 正昭
昼に「新元号」が発表されます。マスコミの予測報
三好 静子
宮本 和彦
道合戦に振り回されている現今ですが、親しみやす
山根
積
板本
司
い元号が望まれます。先週が春分の日で休会でした
ので、２週間ぶりの例会となります。この２週間、
世相的にもクラブにおいても相応の動きがありまし
た。３月１６日ＩＭ、３月２１，２２日菅会員の通
□結婚記念日・・・山根
夜、葬儀、３月２４日高知北ＲＣ訪問など。それぞ
□銀婚式
・・・山根
れの行事、儀式に参加されました会員各位にはご苦
□特別スマイル
労さまでした。ＩＭの報告は週報に掲載しています
・３月２４日に広島市内で携帯を落としましたが、 のでご一読ください。菅会員の通夜、葬儀では、早
３月２６日に広島警察署に届け出があり無事手元 い時間から長時間にわたるご協力に深謝します。週
に帰りました。日本は未だ大丈夫だと思いました。
報に「追悼」を述べさせていただいていますが、私
（佐渡文武）
以上に長年のご厚誼、深い関わりの会員には相応の
思いが去来しておられることと思います。改めまし
幹事 尾野 剛章
て、深く哀悼いたします。３月２４日、高知北ＲＣ
の会員、家族１４名が来訪されました。当クラブか
・第一回キャリアスタートウィーク実行委員会案内
らは８名の会員に参画いただきました。昼食を共に
日時 ４月１１日（木）
した後、町並みを散策され帰高という強行日程でし
・第６４回郷賢祠例大祭執行について
たが、昨年の１１月に引き続き交流と親睦を図るこ
日時 ４月２２日（月）
とが出来ました。初夏の高知のフルーツ「小夏」を
・2018－19年度ＲＹＬＡ開催案内
お土産に頂きました。食べ方を添付していますので
日時 ５月１８日(土)～１９日(日)
参考にしてください。
・2019－20年度地区研修・協議会案内
本日のプログラムはＰＥＴS報告です。次年度ＲＩ
四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４．みんなのためになるかどうか

会長のテーマ「ロータリーは世界をつなぐ」のもと、 協力を強化する。
第２７１０地区ガバナーの信条など、新年度のクラ 「優先事項2」は 行動する
ブ活動に向けた目的と方向性を宮本会長エレクトか 6)ポリオ撲滅活動においてロータリーとロータリア
ら報告していただきます。元号改正、年度替わりの
ンが果たしている役割を広く伝える。
慌ただしい時期ですが、ご健勝でそれぞれの業務が 7)地区財団活動資金(DDF)を十分に活用することで、
円滑に遂行されることを祈念しまして本日の会長の
地区補助金、グローバル補助金、ポリオプラス、
時間とします。
ロータリー平和センターの資金とし、地域社会お
よび海外でのプロジェクトを増やす。
8)年次基金とポリオプラスへの寄付を増やしつつ、
2025年までに恒久基金を20億2,500万ドルまで成長
□親睦活動委員会
委員長 山根 積
させる。
４月１１日(木)１８時３０分より大広苑に於いて花 9)ロータリーへの認識を高め、「世界を変える行動
見例会を開催します。宜しくお願い致します。
人」キャンペーンを促進する。
２．ガバナー信条
「ロータリーの未来を語り、礎を築こう」
○運営方針
会長エレクト 宮本 和彦 ・会員基盤の強化
・世界で良いことをしよう……地区補助金の積極的
2019-20年度RI会長
活用推進
マーク・マローニー氏 ・青少年プログラムの実施
2710地区ガバナー 晝田眞三氏
・“世界を変える行動人”キャンペーンによる認知
度向上
・クラブと地区運営の調和
ＲＩ会長テーマ
○地区・クラブにおいて達成すべき目標
『ROTARY CONNECTS THE WORLD
・会員増強(会員数51名以上のクラブ純増2人、50名
ロータリーは世界をつなぐ
以下純増1人以上)
1.マーク・マローニー次年度RI会長の目標
・ロータリー賞へのチャレンジ
ロータリーの中核的価値観[不変のもの]
・ロータリー財団支援
・奉仕(Service)
①年次基金
１５０ドル以上/人
・親睦(Fellowship)
②恒久基金 べネファクター1名以上
・多様性(Diversity)
③ポリオプラス基金 ３５ドル以上/人
・高潔性(Integrity)
④ロータリーカードの理解と普及
・リーダーシップ(Leadership)
⑤地区補助金特別プロジェクトの推進
○ビジョン声明[長期]
・米山記念奨学会支援
16,000円以上/人
私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そし ・RI人頭分担金68ドル/人(2016年規定審議会による)
て自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むため ・地区関係負担金 26,400円/名(昨年同額)
に、人びとが手を取り合って行動する世界を目指し ・マイロータリーの活用を促す
ています。
□地区内主要行事
○戦略的優先事項[中期…5年に一度の見直し]
・地区研修・協議会 2019年 5月11日(土)
より大きなインパクトをもたらす
・地区大会 会長・幹事会 2019年10月26日(土)
参加者の基盤を広げる
本会議 2019年10月27日(日)
参加者の積極的なかかわりを促す
□国内主要行事
適応力を高める
・日本のロータリー100周年記念式典
○2019-20年度年次目標[短期]
・米山梅吉記念館創立50周年
「優先事項1」人びとが手を取り合うのを促す
1)クラブや地区内のリーダーの積極的参加を促すプ
ロセスを強化する。
2)既存会員を維持しつつ、さらに入会を促進するこ
とで、クラブ会員の増加を図る。
3)新しいクラブを結成する。
4)女性会員や40歳未満の会員の入会、またローター
アクターのロータリークラブへの入会を促し、会
『名は「小夏」 南国土佐の 御令嬢』
員増加を図る。
『南国の 苦労「小夏」に 見え隠れ』
5)インターアクト、ローターアクト、ロータリーク
金澤 節生
ラブ会員間およびほかの参加者間の積極的参加・
四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４．みんなのためになるかどうか

