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       ガバナー補佐幹事 石田英世様 

各委員会報告 

    新年度活動計画の発表 

 

 

「奨学金授与」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高田会長 / 王堯玉さん 

近況報告 

皆さんお久しぶりです。私は最近、大学院入学の為

にいろんな準備をしています。今週月曜日に願書を

出して、9/8には試験があります。合格したら皆さ

んに報告します。 

 

「委嘱状の伝達」  

冨 一美会員が 2017-18年度寺嶋ガバナーより米山

委員会委員長として感謝状をいただきました。 

2018-19年度国際ロータリー第 2790地区の米山記

念奨学委員会委員長に委嘱されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冨会員 / 高田会長 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。記録的な猛暑の続く中、ご出

席いただきありがとうございます。命に関わる危険

な暑さ、と連日報道される中、異例の気象庁の発表

もあり、8月に入っても猛暑が続く見通しとのこと

です。熱中症はもちろんのこと、この後の水不足や

農畜産作物への影響も心配です。かつての渇水時

は、水田が干上がったり、乳牛は乳が出にくくな

り、家畜も多数死んでいます。一方で、猛暑や水不

足が追い風になる業界もあります。気象庁が昨年ま

とめた調査結果によると、スポーツ飲料は平均気温

22℃、ミネラルウォ―ターは 25℃を超えると、販

売量が急増するそうです。エアコンにいたっては、

平均気温が 2℃上がると販売量が 1.5倍になるそう
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臨時理事会報告 

幹事報告 

です。他には、火を使わなくても食べられるレトル

トカレー、日焼け止めやサングラスや日傘など売れ

行きが伸びる商品も多々あります。西日本では、豪

雨に見舞われた後に水不足に陥りました。20万戸

超が断水となり、被災者の生活や復旧作業に支障が

出ています。大地震なども含めて、大きな災害への

備えには家庭での水備蓄が欠かせません。最低 3日

分計 9リットルを備えておくことが望ましいそうで

す。飲み水以外にもトイレ用などにも、風呂の残り

湯をはっておく習慣がいざというときに役に立ちま

す。 

話が変わりまして、7月 20日に、松尾小学校へテ

ントの引き渡しを行いました。杉森幹事と越川会

員、私とで行って参りましたが、校長先生はじめ、

先生方に大変喜んでいただきました。広報に載せる

写真については、後日撮影いたします。皆さまのご

協力、ありがとうございました。 

 

 

 

 

日時：平成 30年 7月 26日（木） 11：00 

場所：成田空港南ＲＣ事務所 

議題 ①災害義援金の件 

    ・総額 20万円 

（ﾆｺﾆｺ基金より 10万円､積立金より 10万円） 

    ・災害義援金寄付 呉ＲＣ 

 

 

 

 

①例会のお知らせ 

・多古ＲＣ 

・市原ＲＣ 

・茂原中央ＲＣ 

・茂原中央ＲＣ 

・小見川ＲＣ 

②会報受領クラブ 

・小見川ＲＣ ・八日市場ＲＣ 

③その他 

・ガバナーエレクト事務所開設のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

2018-19年度 第 7グループ ガバナー補佐を拝命い

たしました、大網ＲＣの髙山義則です。 

皆さんもうご存知のように、2018～2019年度バリ

ーラシン RI会長テーマは「インスピレーションに

なろう」です。私は、インスピレーションと言うと

「ひらめき」しか思い浮かびませんので「インスピ

レーションになろう」と聞いても直ぐには理解でき

ませんでした。皆さんはどうでしたか。解釈が難し

いニュアンスですね。 

この単語の意味は、一般的に使われている「霊感・

直感」以外に「鼓舞・激励」、或いは「鼓舞させる

人」・「激励となる人」と言う意味があるとの事で

す。英文の「Be The Inspiration」とは「鼓舞させ

る人になろう」というような意味と解釈できようか

と思いますと寺嶋直前ガバナーは解説しておりま

す。これについて、崎山地区研修リーダも「その為

のリーダーシップの発揮を強く要請しているものと

考えます」と言われております。 

2018～2019年度橋岡ガバナーは、地区テーマとし

て「伝統と未来」～誇りと連帯感～を掲げられまし

た。橋岡ガバナーは「世界のロータリーは激動変革

の時代を迎えております。 

日本のロータリーも決してその流れから外れること

は許されません。 

しかし、日本のロータリーが 100年近い歴史の中

で、ロータリー創生以来の理念を忠実に守り実践し

てきた良き伝統を誇りに思い、胸を張って継続して

行くべきだと考えます。伝統とは、継続してきた旨

を理解し守るものですが、同時に立ち止まってはい

けないものです。」と述べられております。  

皆さんは、この RI会長テーマと橋岡ガバナーテー

マをよく理解されることを望みます。 

ガバナー補佐挨拶 

第 7グループガバナー補佐 髙山義則様 



今年度の「ガバナー公式訪問」は例年と違い、終わ

った後にガバナーとの懇親の場を設けて欲しいとの

要望があった事です。酒を飲みながら、忌憚のない

話が出来れば幸いに思います。 

また、2018～2019年度の「情報研修会」は、9月

19日（水）大網白里市 中部コミュニティセンター

で行います。地区の奉仕プロジェクト総括委員会、

特に職業奉仕委員会と緊密な連携を図り、RIの提

唱する奉仕の神髄を明らかにする、その機会となる

「情報研修会」の開催とするよう要請がありまし

た。 

 

「情報研修会」開催要領  

(1)テーマ 

メインテーマ わかりやすいロータリー！ 

サブテーマ   職業奉仕を再考する 

(2)開催主旨 

RIとロータリークラブの距離を近づけるべく

“分かり易いロータリー”を目指し、様々な解

釈が横行するロータリーの奉仕（サービス）、特

に職業奉仕について、第 2790地区としてのスタ

ンダードとなる Inspirationを提言させて頂き

ます。 

地区職業奉仕委員会と緊密な連携を図り、RIの

提唱する奉仕の神髄を明らかにする、その機会

となる「情報研修会」の開催をご提案いたしま

す。 

(3)情報研修会の開催 

①開催方法 

パワーポイントを用い、ビジュアルでわかりや

すいプレゼンテーション形式で進めます。講師

例会なので比較的会場の設営は容易になると思

われます。 

②会 場 

ガバナー補佐の皆様にお任せしますが、スクー

ル形式で開催したいので、机、椅子の設営とプ

ロジェクター、スクリーン、ハンドマイクの設

営をお願いします。 看板、飾り花などのコス

トは削減して下さい。 

③プレゼンテーター 

ロータリー研修委員会と奉仕プロジェクト委員

会との綿密な協議の結果、ロータリーの奉仕

（サービス）とは何かを再考する、との橋岡Ｇ

の方針を実現するために、奉仕プロジェクト委

員会から情報研修会のプレゼンテーターを選任

し、橋岡Ｇの方針による統一テーマ『職業奉

仕』について各委員会の研究成果を発表し、研

修いたします。 

④研修内容 

講師例会とし、焦点を絞るためにディスカッシ

ョンは行わない予定です。尚、質疑の時間を多

めにとり、講師と会員間の対話を重視します。 

⑤対象者層 

橋岡Ｇの方針により、新入会員向けではなく、

全員参加を基本とします。会長、幹事、役員、

ベテラン会員の皆様に是非、ご参加を頂き、質

疑応答の時間を充実させて頂き、この対話が新

入会員への新しい“気づき”などの刺激に繋げ

られたらと考えます。 

(4)日程、場所 

ガバナー補佐の皆様にお任せします。但し、大

まかな内容と日程調整は本委員会と調整をお願

いいたします。第 7グループは 9月 19日（水）

大網白里市中部コミュニティセンターで行いま

す。 

  

次に会員増強について 

会員増強に繋がる活動とは 

１．職業奉仕を理解する。 

①まず自分の仕事、天職を大事にすること。 

②商業道徳に基づいた「四つのテストを理解し

実践すること。 

③誠心誠意顧客に尽くすこと。 

④利益は社員に反映させること。 

⑤利益の一部は奉仕に使うこと。 

他人に尊敬される人になる事により、ロータリ

ーを理解してもらえる。 

＊ロータリーとは何ぞやとか、理念がどうのこ

うのとか難しく考え過ぎるきらいがある。単純

に考えた方が良い。自分の事より他人の為に行

う。（他人を優先する）これだけで良いロータリ

アンである。  

２．なぜロータリーに入るか。なぜロータリーでな

ければならないか。奉仕活動も多種多様な人たちが

行っているのに。 

①ロータリーには良い人が入っているから入り

たい。（悪い心や損得ばっかり考える人は長続き

しないから、いい人しか残らない） 

②会員歴の長さに関係なく、皆平等で役の任期

は１年であること。（会長など上の役を長くやる 



と権力が生じ上下関係が出来てしまう） 

③シェアシステムがある。 

（会員は皆で平等に負担し、平等に奉仕する） 

④ロータリアンには高潔な人が多い。 

・日本は古来より高潔な考え方をする人が多い

―高い道徳心を持っている 

・一部の国はロータリー精神のない人が多い 

―低い道徳心、利益追求型 

職業奉仕を軽く見ている。アフリカでは RCの数

は多いが、奉仕より自分達のステータスにして

いたり、国から援助を貰う為の道具にしてい

る。 

RIの規定審議会では、ロータリーの理念から外

れてでも自分たちの都合の良いように解釈し、

数で押し通をそうとする。よいロータリアンを

見た人は必然的にロータリーに入りたくなると

思います。 

会員皆さんの普段の行動が大事ですね。会員増

強をよろしくお願いいたします。 

 

今年度 1年間、石田補佐幹事共々、ご指導ご協力を

お願いいたします。 

 

 

 

 

青柳誠君・土屋俊夫君・冨一美君・鈴木恭一君 

内田裕雄君・小林定雄君・石田喜一君 

   …髙山がバナー補佐､石田補佐幹事 一年間頑張

って下さい 

越川博光君 

  …誕生祝いありがとうございます 

向後雅生君 

  …誕生祝いありがとうございます 

   （9月ですが先払いです） 

伊藤元雄君・杉森幹男君・高田一行君・渡邊孝文君 

上原広嗣君・鈴木匡哉君 

  …髙山がバナー補佐､石田補佐幹事ようこそ 

髙山義則ガバナー補佐より 

石田英世補佐幹事より 

 

本日計    24,000円 

累 計    58,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 

7月 26日 

会員数 出席 

32 

出席率に
用いる数 ％ 

21 

 

31 67.74 

 
☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

出席報告 

ニコニコボックス 


