ROTARY : MAKING A DIFFERENCE
西条 RC 2017-18 ﾃｰﾏ 「足元を見つめなおしてみよう！ロータリーに変化を」
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本日のプログラム ＜会員増強および拡大月間にちなんで （会員組織・増強委員会） 髙原委員長ほか＞

7/27 会

長

時 間

金好会長
皆さん、こんにちは。
本日は、国際ロータリー第 2710 地区 2017-2018
年度ガバナー藤中秀幸様、地区代表幹事安本政人様、
第 2710 地区グループ 8 ガバナー補佐前垣壽男様、補
佐幹事新開洋一様をお迎えしております。例会そし
て例会終了後開催致しますクラブフォーラムにおき
ましては、宜しく御指導お願い致します。また、会
員の皆さんにおかれましても、最後までご参加頂き
ます様、宜しくお願い致します。
さて、
本日は良い機会ですので、
ガバナーの仕事、
役割について少しお話させて頂きます。

私共西条ロータリークラブにおきましても、2000-2001 年度に土肥浩右ガバナーを輩出しております。その
当時の事をご存知な会員も半数くらいはいらっしゃると思います。お酒を飲むといつもその当時の大変さを先
輩方からお聞きしております。当時はクラブにガバナー事務局を設置され、地区大会の開催、各委員会の開催
等々、ガバナーを務められる方はもちろんの事、お世話して頂くクラブ会員の皆さんのご苦労は、並大抵の事
ではないと思います。藤中ガバナー様、これまでのご準備も大変だったと拝察致しますが、あと 1 年間御身体
に注意され責務を全うされます事、心よりお祈り致します。
さて話を戻しまして、ガバナーの役割ですが、
「クラブは、優れたリーダーシップと決定力をもつガバナー
からの指導と支援を頼りにしています。ガバナーは、奉仕プロジェクトやロータリーの様々なプログラムへの
参加を奨励しながら、クラブのモチベーションを高めるという大切な役割を果たします。
」と書かれています。
まさしく本日の公式訪問こそガバナーの役割を果たして頂ける１日なのでしょう。改めて本日は宜しくお願い
致します。
本日が会員の皆さんにとって有意義な時間になる事を祈りまして本日の会長の時間とさせて頂きます。

◇◆◇
8 月 10 日（木）
8 月 17 日（木）
8 月 24 日（木）
8 月 31 日（木）
9 月 7 日（木）

プログラムの予告

◇◆◇

例会休み
西条ＲＣの歴史を振り返り（東広島ＲＣ創立よもやま話） 中前恒則 元会員
新入会員卓話 和田隆雅 会員
新入会員卓話 坂田和紀 会員
西条ＲＣの歴史を振り返り（ハンマウム福祉会よもやま話） 本田逸男 会員

☆Ｍｅｍｏ☆

前回 (7/27) のプログラム

＜藤中秀幸ガバナー公式訪問＞

こんにちは。本日は、ガバナー補佐の前垣さんを始め皆さま
に温かくお迎え頂き誠にありがとうございます。西条 RC は、
尊敬する土肥浩右ガバナーを輩出された歴史あるクラブであり、
訪問させて頂くことを楽しみにしておりました。
先週開催された西条 RC クラブ協議会の様子は、前垣ガバナ
ー補佐から詳しく報告して頂きました。また、今年度の事業計
画書を拝見しますと、きちんと計画を立てて幅広く活動されて
いるクラブであることがよく分かります。
金好会長は西条 RC の今年度のテーマを「足元を見つめなお
してみよう！ロータリーに変化を」とされました。本日は 13 番目のクラブ訪問ですが、いずれのクラブも諸先
輩の歩まれた歴史やロータリー精神を学び、守るべきものを守りつつ、変化を恐れずに挑戦することを掲げてお
られます。
第 2710 地区が RI 会長のお考えを共有して頂き、
方向性を合わせて取り組んでまいりたいと思います。
最初に，クラブ協議会報告書や事業計画書を拝見した気付きなどについてお話しさせて頂きます。
〔会員組織・増強委員会〕純増 3 名以上を目標とされています。皆さんで頑張って頂ければ達成可能であると思
いますし、前垣ガバナー補佐はもっとやらねばならないと仰っていますので大いに期待しています。
〔クラブ管理運営委員会〕今年度は、大之木パストガバナーに地区の戦略計画委員長へ就任頂き、これまで以上
に各クラブとの連携・支援を強化します。西条 RC におきましても「クラブ戦略計画委員会の設置の検討」から
一歩進めて、ぜひとも「設置」して頂きたいと思います。
〔プログラム委員会〕西条 RC の歴史を学ぶ卓話を増やされるのはとても良い事です。私はロータリーの歴史を
知ることは極めて重要だと考えていますので、今年度のカババナー月信で「第 2710 地区の歴史」を掲載します。
〔クラブ会報・クラブ広報 各委員会〕私は各クラブの卓話や活動を共有・蓄積してお互いが参考にできる財産
にしたいと考えています。地区ホームページへの掲載等を今後検討しますので、皆さまのご協力をお願いします。
〔奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(青少年)・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕 各委員会〕いずれも素晴らしい活動をされています。
委員会相互、他クラブとの連携も考えて頂き、クラブ全体を巻き込んでより良い事業にして頂きたいと思います。
〔ロータリー財団委員会・米山奨学会委員会〕これまで多大なるご支援を頂き厚く感謝申し上げます。引き続き
ご協力を宜しくお願い致します。
〔西条 RC 奨学会委員会〕
クラブ独自の奨学制度を設けて支援をされていることに対して心より敬意を表します。
次に、2017-18 年度の RI 会長テーマ等についてお話します。
今年 1 月にサンディエゴで国際協議会が開催され、私を含め各国から総勢 539 名のガバナーエレクトが集い、
ライズリーRI 会長テーマ「ROTARY：MAKING A DIFFERENCE」が発表されました。ライズリー会長は 20 年前
の自らのガバナーとしての 1 年間を振り返り、
「ロータリアンの仲間たちと過ごした 365 日が私の人生を変えま
した。その 1 年間に、ロータリーの奉仕によって可能となった変化、即ち、その奉仕活動の対象となった人々や
地域社会の変化を目の当たりにし、自分がしっかりと役目を果たせば、地区が人々の人生のみならず自分自身に
変化をもたらすことを知りました」と語られ、日本から参加した 34 名のガバナーエレクトは 2 組に分かれて分
科会を開き、RI 会長テーマを理解し実現するため議論を行いました。RI 会長のお考えは「ロータリーの友」7
月号で紹介されていますのでぜひご一読ください。そして、RI 理事会が戦略計画で定めた 3 つの戦略的優先事
項である、①クラブのサポートと強化、②人道的奉仕の重点化と増加、③公共イメージと認知度の向上、を達成
することが大切であると強調され、さらに地球環境問題を踏まえて、ロータリアン 1 人が少なくとも 1 本の植樹
をするよう提唱されました。また、昨年の規定審議会はクラブ運営に大幅な柔軟性を認める決定をしましたが、

各クラブにおかれましても、定款・細則等の必要な見直しを行い、大きな課題である女性会員・若手会員の拡大
についても取り組んで頂きたいと思います。
最後に、第 2710 地区の方針等についてお話します。今年度のガバナー信条を「時代の変化の先頭に立とう！！
ロータリーの心で地域の創生を！！」とし、目標を「ロータリーの元気は地域の元気」としました。西条 RC の
皆さんは東広島のリーダーであります。皆さんが元気でご自身の職業やロータリー活動を一生懸命取り組んで頂
くことが、地域全体の元気に繋がって行きます。地区としましても、戦略計画委員会を中心に各クラブの悩み等
も伺いながら、皆さんと一緒に活動してまいります。どうぞ宜しくお願い致します。

安本 地区代表幹事

金好会長と藤中ｶﾞﾊﾞﾅｰ

＜

前垣ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

新開補佐幹事

(7/27) クラブ討論会〔クラブフォーラム〕＞

◎藤中ガバナーを囲んで記念撮影した後、
「クラブフォーラム」を開催しました。
武島幹事の進行で、金好会長挨拶、藤中ガバナーご挨拶の後、金好会長、髙原会員組織・増強委員長、本田
国際奉仕委員長、菅生クラブ広報委員長から運営方針並びに課題について発表。藤中ガバナー、前垣ガバナー
補佐から助言を交えた貴重なご意見・ご指導を頂きました。終わりに、藤中ガバナーから総評、安本地区代表
幹事から所感を頂き、須賀副会長が閉会挨拶を行いました。最後に「手に手つないで」を合唱し閉会。

会長ほか

菅生委員長

本田委員長

髙原委員長

藤中ガバナー

安本代表幹事

お客様
国際ロータリー第 2710 地区 2017-18 年度
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地区代表幹事
安本 政人 様
ガバナー補佐
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幹事報告

委員会報告

○藤中秀幸ガバナーから寸志を頂戴しました。

○なし。

○九州北部豪雨災害への義援金を行いました。（地区方針として 1,000 円/人）
○ＲＹＬＡの開催・募集案内を本日お配りしています。（2017/11/11 柳井市で開催）
〇本日例会後に記念撮影を行い，その後，クラブフォーラムを開催します。
お祝い時間
○米山功労者表彰

７名の皆さん、おめでとうございます（廣幡会員は欠席）

金好会長と宇治木会員

佐々木会員

寺川会員

山田会員

平賀会員

上田会員

スマイルボックス
○米山功労者 〔8 回目〕宇治木会員
〔5 回目〕佐々木会員、山田会員、寺川会員、平賀会員、上田裕子会員
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