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第1221回例会

平成27年７月23日（木）

◉本日の例会プログラム ゲスト卓話「お盆について」
円林寺 末廣法崇氏
◎次回例会プログラム
納涼例会

前回（1220回例会）の記録
平成27年７月16日
（木）
■ゲスト
2720地区ガバナー 野田三郎氏
ガバナー補佐 岡野重信氏
地区副幹事 園田修司氏
■ビジター

■出席報告
会 員 数 24名
免 除 者 数 １名
対 象 者 数 23名
本日出席者 21名
欠 席 者 数 ２名
出 席 率 91.30%

◎ロータリーソング 君が代、奉仕の理想
◎会長の時間 辛嶋会長
今日は野田三郎ガバナーをお迎えしての公式訪
問例会です。
今朝、私は岡野ガバナー補佐に同道し、玖珠ロー
タリークラブの公式訪問例会に参加して参りまし
た｡ おかげで会長幹事懇談会にも参加させて頂き、大いに勉強に
なりました。今夕５時から当クラブの会長幹事懇談会をしていた
だき、優しくご丁寧にご指導いただきました。今例会で野田ガバ
ナーのガバナーアドレスを皆様と一緒にお聞きすることになりま
す。
野田ガバナーは活動計画書に紹介文がありますので、詳しく申
しませんが非常に積極性のある方で、ガバナーになるに当たって、
自らのロータリーの考え方を田中作治元RI会長にチェックして戴
こうと思い立たれまして、直接に面談され、詳細にわたって詰め
た議論をされました。田中元RI会長からは野田ガバナーに高い賛
辞が贈られたそうです。また、同じ年度RI会長になられるラビ・
ラビンドラン氏と面談を企画され、調整は困難かと思われた会談
のスケジュールを自らで組み立てられて、スリランカまで出向か
れ、直接会談を実現されたそうです。
今年度は、野田ガバナーの卓越したリーダーシップのもと私た
ちのクラブも大いに発展したいものです。今宵は例会後にガバ
ナーとの交流会がありますので最後までよろしくお願いします。

■1219回出席報告の修正
1219回欠席者 ７名
メイクアップ
０名
欠 席 者
７名
修正出席率 69.57%→

69.57%

●メイクアップ

●欠席者
土居会員、長野（定）会員、籾倉会員、小野会員
仲本会員、矢頭会員、
渡邊会員

◎幹事報告 宇都宮幹事
★野田ガバナー、岡野ガバナー補佐、園田地区副
幹事よりニコニコを頂いております。ありがと
うございます。
●例会変更、宇佐八幡RC、大分キャピタルRC、杵
築RC、大分RC、大分東RC、大分臨海RC、大分南RC、大分中央
RC、大分1985RC、大分城西RC
●Ｒ財団セミナー開催案内回覧
●ハイライトよねやま184号回覧
●中津RC ８月のプログラム回覧
●2015 〜 2016年度ＲＹＬＡセミナー受講者募集案内回覧
●DJ（ディスカッション・リーダー）育成セミナー参加推薦案内
-回覧
◎本日のメニュー
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◎ニコニコボックス
〔辛嶋会長〕本日早朝、
岡野ガバナー補佐と玖珠に行ってきました。
朝のすがすがしい玖珠の街並みを楽しみました。
〔宇都宮幹事〕先日、日田中央のガバナー公式訪問へ岡野ガバナー
と一緒に行ってきました。車の運転は田長丸さんがしてくれまし
た。美味しい昼食も頂けました。
〔中野会員〕本日司会を担当してますが、初っ端に噛んでしまい
ましたので。
〔永松会員〕ガバナー補佐のお伴として日田、玖珠、中津中央の
各ロータリーに行ってきました。その他多くの方々に行っても
らってます。ありがとうございます。
〔梶原会員〕本日のガバナー公式訪問、台風がそれて良かったと
思ってます。
〔黒瀬会員〕田長丸さんから、宇都宮さんの日田の昼食の話を聞
いてます・・・。家内が一週間ハワイに行ってます。その間私は
真面目に生活してます。
◎ガバナーメッセージ
2015-16年度
「スローガンとガバナー方針」
2015-2016年度国際ロータリー第2720地区
ガバナー 野田三郎氏
［略歴］
所属クラブ 熊本南ロータリークラブ
職 業 分 類 火薬配布
生 年 月 日 1952年２月１日生まれ
最 終 学 歴 成蹊大学工学部経営工学科
勤 務 先 ㈱野田市兵衛商店
【ロータリー歴】
1983年１月10日 熊本南ロータリークラブ入会
1990年-1991年 熊本南ロータリークラブ幹事
2003年-2004年 地区青少年交換委員会 委員
2007年-2008年 熊本南ロータリークラブ 第50代会長
2008年９月
熊本南ロータリークラブ
創立50周年実行委員長
2010年-2011年 熊本第４分区ガバナー補佐
2013年-2014年 ガバナーノミニー
2014年-2015年 ガバナーエレクト
＊ポールハリスフェロー

活動への参加を推奨していく
（プラス１件／前年度比）
③RI2720地区の将来ビジョンを描く
・地区の歴史を振り返り、10年先の地区の目指す姿を描く（担当
委員会との協力）
・地区として、
活動すべき奉仕活動を充填していく
（R財団のグロー
バル補助金を活用した奉仕活動、青少年交換事業等々、そのた
めの地区体制づくりやノウハウの構築、
・・・）
・地区内2,400名の会員の協力を得ていく
④次の世代を担う青少年奉仕活動に注力していきたい
・青少年に対して、ロータリーの中核的価値観（基本的な考え方）
を基に、人生哲学や人生観のテーマで講演等々を行い、世代間
の繋がりをつくっていきたい
・青少年奉仕活動であるRA、IA、RYLA、青少年交換、米山奨学
生等々の活動の充実を図る
⑤2015-16年度の新たな事業への取組み
・台湾地区との姉妹締結（RI3480地区）
・IA海外研修事業（RI3480地区 8月初旬に予定）
私の「ロータリーに対する考え方」は、
・ロータリーとは奉仕の理想を志に持った人の集まりである。
・奉仕の理想とは、家庭生活、職場生活、社会生活において、自
分を取り巻く人の中からの信頼を得るように努めることです。
・信頼とは、自分の意識を高め、自己の成長に努めることで得ら
れるものです。
・自分自身が周りの人から一人でも多くの信頼を得ることで、自
分自身の存在価値も高くなり、自分の人生がより充実してくる
ものです。
私からのお願い
・ロータリアンの意識を高めるために、各クラブ内においてロー
タリーの哲学を理解されている入会歴の古い年配会員から、入
会歴の新しい若手会員に対して、これまでにロータリー活動を
通して得たものや人生哲学や人生観を伝えていってもらいたい。

＊スローガン
「ロータリー活動を通して、新たな気づきを、そして自己の成長
へつなげよう」
・各RC内、地区内（2,400名）
、国内（88,000名）
、海外との連携
（1,220,000名）とのネットワークも含め、人との出会い、関わ
り合いを通して、新たな気づき、その気づきで活動することで、
自己の成長へ繋げよう〜そして「なりたい自分へ」近づこう
・あなたが変われば、周りの人が変わる
・あなたの意識が変われば、行動が変わり、出てくる結果も変わっ
てくる
・より良い人生を送るためにも・・・・・
＊ガバナー方針
①ロータリーの哲学であるObject of Rotaryの浸透を図る
・Object of Rotaryの解説（ロータリーの中核的価値観＝親睦、高
潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ）
・
「ロータリーと私の人生観」の講演（Object of Rotary、奉仕の
理想）
・ロータリーは奉仕の理想を志に持った人の集まりである（奉仕
の理想の歌詞にʻ奉仕の理想に集いし友よʼ）
・会員維持、増強の対策として、IM、セミナー、ガバナー公式訪問、
奉仕活動等にロータリーへの入会希望者も参加可としたい
②奉仕活動に参加することで、知り合いを広める機会をつくる
・クラブへの支援として、各RC奉仕活動への参加
・クラブ内の入会歴の古い会員と新しい会員との融和を図り、ロー
タリアン同士の世代間の繋がり密にしよう
・地区内ロータリアンとの多くの出会いを通して、お互いの連携
を図り、新たな気づきをもとう
・各RCの奉仕活動の実施予定日を早目に広報し、他クラブの奉仕

集合写真撮影

懇親会乾杯 岡野ガバナー補佐

懇親会挨拶 辛嶋会長
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