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第1266回例会

平成28年７月21日（木）

◉本日の例会プログラム 「委員長による一年間の抱負」
◎次回例会プログラム

各委員長
納涼例会

前回（1265回例会）の記録
平成28年７月14日（木）
■ゲスト
なし

■出席報告
会 員 数 25名
免 除 者 数 ２名
対 象 者 数 23名
本日出席者 17名
欠 席 者 数 ６名
出 席 率 73.91%

■ビジター
なし

◎ロータリーソング 奉仕の理想
◎会長の時間 長野会長
本日は午前中からバタバタして、２回目に
して作業着に戻ってしまいました。せめて来
週まではと思っていたのですが、申し訳ありません。
今週の例会はクラブ協議会となっています。十分委員会
内で話し合い、各会員は今期の方針を十分理解して活動す
るように話し合ってください。
そして、話し合いが終了し、時間が余っても雑談でも良
いので話をし、委員会内のコミュニケーションを深めるよ
うお願いします。
◎幹事報告 黒瀬幹事
●例会変更 杵築RC、別府RC、別府中央RC、別府東RC、
別府北RC
●週報受理 杵築RC、豊後高田RC

■1264回出席報告の修正
1263回欠席者 ６名
メイクアップ
１名
欠 席 者
５名
修正出席率 73.91%→

78.26%

●メイクアップ
鎧坂会員
●欠席者
梶屋会員・籾倉会員・長野
（修）
会員・仲本会員
矢頭会員

●幹事報告
・ロータリーよりコーディネーターニュース
・ハイライトよねやま196号
・第15回ロータリー全国囲碁大会のご案内
・中津ＲＣより8月例会プログラム
・ロータリの友7月号
・(訃報）2015 〜 2016年度ガバナー 野田三郎様
◎ニコニコボックス
〔長野会長〕作業服で来てしまいました。申し訳ありません。
〔加来会員〕RCバッジをつけて来たら、昨年モデルでした。
〔矢頭会員〕ビジターの濱崎さんはJC時代からの知り合いで
す。
〔中島会員〕本日は途中で退席いたしますので、ニコニコし
ます。
〔籾倉会員〕長く欠席して申し訳ありません。
〔黒瀬会員〕嫁さんにベンツを買い替えてあげました。前は
白だったのですが、今回は黒にしました。
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〔吉岩会員〕今日はクラブ協議会ですがメンバーが一人しか
いません。

についてもっと上手く伝えていく必要があります。課題と
思われることもすべて機会として捉えるべきです」

「各委員会での協議会」結果は次週、
「委員長による一年
間の抱負」にて報告。

会長テーマ
2016-17年度「人類に奉仕するロータリー」
ジョン F. ジャーム国際ロータリー会長は、2016-17年度の
テーマとして「人類に奉仕するロータリー」を選びました。
社会貢献への熱意をもつ職業人が集うロータリー独自の力
を生かせば、大きな目標も達成できる、とするジャーム会長。
「世界でもっと大きな『よいこと』をする推進力となるため
に、固い決意でポリオ撲滅を成し遂げ、ロータリーをさら
に前進させながら、これまでの成功をバネに飛躍するとき
が来たのです」と述べています。

◎ロータリー情報
国際ロータリー会長のご紹介
John F. Germ
ジョン F. ジャーム
2016-17年度会長
CHATANOOGAロータリークラブ
所属
米国テネシー州
ジョン F. ジャーム氏は、米国空軍に4年間在籍した後、
1965年に、エンジニアリングのコンサルティング会社であ
るChampbell and Associatesに入社。現在は、同社の取締役
会長です。また、Public Education FoundationとOrange
Grove Center社の理事兼執行委員、Blood Assurance社の会
長 な ど、 複 数 の 団 体 の 理 事 を 務 め て い ま す。 さ ら に、
Chattanooga State Technical Community College財団の創
設者・財務長ならびにTennessee Jaycee財団の会長も務め
ています。
1970年にテレシー州のヤングマン・オブ・ザ・イヤー、
1986年にエンジニア・オブ・ザ・イヤー、1992年にボラン
ティア・ファンドレイザー・オブ・ザ・イヤーを受賞しま
した。さらに、ボーイスカウトのシルバービーバー賞、関
節炎財団のサークル・オブ・ホープ賞にも輝きました。
2013年に、米国政府からチャンピオン・オブ・チェンジの
表彰も受けています。
1976年にロータリーに入会以来、副会長、理事、財団管
理委員、副管理委員長、財団管理委員長エイド、ロータリー
の2億ドルのチャレンジ委員長、RI理事会執行委員会委員、
RI会長エイド、規定審議会代表議員および議長、会員増強
ゾーンコーディネーター、その他多くの委員会の委員長、
エリアコーディネーター、RI研修リーダー、地区ガバナー
を歴任しました。
RI超我の奉仕賞、ロータリー財団功労表彰状、特別功労賞
を受賞。ジュディ夫人とともにベネファクター、アーチ・
クランフ・ソサエティ会員となっています。ご夫妻には4人
の子ども、6人のお孫さんがいます。
2016-17年度国際ロータリー会長、米国テネシー州チャタ
ヌーガ・ロータリークラブ所属。かつて米空軍に在籍し、
大尉としてベトナム戦争も経験したジョン F. ジャーム氏
は、ロータリーの明るい未来に向けて、自身にはパイロッ
トの責務があると感じています。エンジニアリング会社の
会長兼CEOとしての経験を生かし、ロータリーでもビジネ
スの側面を重視した運営を目指しています。さらに、地域
に貢献したいと感じている新世代を引き付けるには、ロー
タリーの奉仕活動を強調することが効果的であると考える
ジャーム会長は、次のように話します。
「私たちの活動内容

第2720地区ガバナープロフィール
氏
名 前田 眞実（まえだまさみ）
所属クラブ 大分キャピタルロータリー
クラブ
職業分類 専門学校
生年月日 1955年3月17日
勤 務 先 アンビシャス国際美容学校
経営責任者
ロータリー歴
大分キャピタルロータリークラブ
1999 年9 月 入 会（チャーターメンバー）
2001 〜 2002 クラブ幹事
2007 〜 2008 クラブ会長
国際ロータリー第2720地区
2009 〜 2010 地区 管理運営大委員長
2010 〜 2011 地区 国際親善奨学金委員長
2011 〜 2012 地区 長期計画委員
2012 〜 2013 地区 Ｒ財団未来の夢計画推進委員長、国際
奉仕委員長
2013 〜 2014 地区 Ｒ財団資金推進委員長、グローバル補
助金チーム長
2014 〜 2015 地区 職業奉仕部門長、グローバル補助金プ
ロジェクトチーム副チーム長、研修委員会
委員
2015 〜 2016 地区 研修委員会副委員長
地区スローガン
「学ぶ・守る・育てる・未来へ向けて」
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