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第1295回例会

平成29年３月９日（木）

◉本日の例会プログラム ゲスト卓話「中津市の文化財について」
◎次回例会プログラム

社会教育課文化財室室長 高崎章子氏
ゲスト卓話「中津支援学校の就労支援について」
大分県立中津支援学校 進路支援部主任・高等部教諭 岩田謙次朗氏

前回（1294回例会）の記録
平成29年３月２日（木）
■ゲスト
なし
■ビジター
大東 慶久氏（中津RC）
山本洋一郎氏（中津RC)

■出席報告
会 員 数 24名
免 除 者 数 ３名
対 象 者 数 21名
本日出席者 14名
欠 席 者 数 ７名
出 席 率 66.67%

◎ロータリーソング 君が代、奉仕の理想
◎会長の時間 会長代理 直前会長 辛嶋 崇
長野会長が別府の方へ行かれているので、
代理の点鐘を頼まれました。
昨今のテレビではアメリカのトランプ大
統領の話題で、上下院で一般教書の演説を
し、思いのほか優等生的であったため、ウォール街が好感
し、株価が大幅にアップしたと聞きました。おかげで円安
ドル高となり、日本でも少し株価が上昇したようです。
国内では大阪府豊中市での私立幼稚園の土地購入問題で
国有地を８億円値引きして１億数千万円で国が譲渡したの
が問題になり安倍首相の奥方が名誉校長になっていたとの
ことで、国会でいま問題になっているようです。
今日は、黒瀬次期会長のPETS（President Elect Training
Seminar）報告があります。会長になるにはこのセミナー
を受けておかなければならないという大事な研修でありま
す。次期のRI会長のテーマやガバナーエレクトの次年度地
区テーマなどをお聞きしたいと思います。

■1293回出席報告の修正
1293回欠席者 ７名
メイクアップ
０名
欠 席 者
７名
修正出席率 65.00%→

65.00%

●メイクアップ
なし
●欠席者
土居会員、
籾倉会員、仲本会員、
小野会員、
吉岩会員
鎧坂会員、
矢頭会員

◎幹事報告 黒瀬幹事
●例会変更 大分キャピタルRC
●幹事報告
・地区大会 Ｇ補佐・会長・幹事会のご案内
◎本日のメニュー

◎ニコニコボックス 担当：クラブ管理運営委員会
〔黒瀬幹事〕PETS次期会長セミナーに出席して来ました。
いろいろありましたが、皆さんのお蔭で楽しく、そして勉
強になりました。
〔永松会員〕次年度は幹事をさせていただきます。地区研
修会の案内を担当の会員さんに後日お知らせしますので、
出席の方よろしくお願いいたします。ゴルフに使える赤外
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線距離測定器を買いましたが、なかなか役にたってます。
〔仲本会員〕大分市に出張の為、早退しますので、ニコニ
コいたします。
〔吉岩会員〕先月は仕事が忙しく例会の欠席が多くなりま
した。歯科技工士の特待生制度の役を引き受けて、忙しく
飛び回ってます。
〔土居会員〕中津市の新年度幼児プログラムの策定が終わ
り、一息ついてます。ニコニコをありがとうございました。
◎PETS報告 黒瀬次期会長
2017〜18年度 地区スローガン＆具体的な
取組み
地区スローガン
｢ロータリーを奨励し、ロータリーを楽しもう」
(Encourage Rotary,Enjoy Rotary）
2017〜2018ＲI会長イアンHSライズリーはロータリー
のテーマを「ROTARY:Making a Difference（ロータ
リー：変化をもたらす)」と決定しました。そして、その
中で会長は「それぞれどのような方法で奉仕することを選
んだとしても、その理由は、奉仕を通じて人びとの人生に
変化をもたらせると信じているからです｡」と謳っていま
す。その基調講演の中で、ロータリーの目指す3つの戦略
的目標、すなわち「クラブのサポートと強化」「人道的奉
仕の重点化と増加」「公共イメージと認知度の向上」につ
いて具体的な目標を設定しました。クラブのサポートと強
化では、女性会員を増強し、40歳以下の次世代の会員を
育成することをあげ、人道的奉仕の重点化と増加では、あ
と少しとなったポリオ撲滅を実行し、その他の人道的奉仕
活動は持続的・継続的にＲＩがサポートします。また環境
問題についても「PreservePlanetEarth」（地球保護）の
立場から、2017年7月1日から2018年4月22日（アースデ
イ：地球の日）までに一人のロータリアンが1本の木を植
えることを提唱しました。そうすれば、世界で120万本の
植林ができることになります。これは、公共イメージの向
上にも繋がり奉仕活動の機会をクラブに提供することにも
なります。こうした目標が達成されたクラブには「会長
賞」の受賞資格が与えられます。達成状況が確認できるよ
うにクラブは、ロータリークラブセントラル、ロータリー
ショウケース、ロータリーアイディア応援サイトを通じて
情報を入力する必要があります。
国際協議会で世界中のガバナーエレクトと会う中で、ふ
と頭に浮かんだイメージがありました。それは、「ロータ
リーって実践すると楽しいんだ！」ということです。これ
まで、自らが、マッチング・グラント、グローバル補助金
事業、青少年交換、国際交流などに携わり自己満足してい
たような気がします。ロータリアン一人一人が奉仕を実践
し、すべてのロータリアンが同じ楽しみを共有できてこそ
ロータリアン、ロータリークラブだと気付いた時でした。
ＲI会長のテーマを実践するために、地区のスローガンを
「ロータリーを奨励し、ロータリーを楽しもう（Encourage
ROTARY, Enjoy ROTARY）」にしました。
RI第2720地区のロータリアンの皆さん、ロータリーを
楽しみましょう！
国際ロータリーの大きな二つの方針は、会員増強と公共
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イメージの向上です。
また、将来のロータリーのあり方を考えると、地区、ク
ラブにおいて戦略計画の立案の重要性が謳われています。
国際ロータリーは、これからもダイナミックな組織であり
続け、世界中の地域社会に貢献していくために、
1．クラブのサポートと強化
2．人道的奉仕活動の重点化と増加
3．公共イメージと認知度の向上
の三つの柱を戦略的優先項目として掲げています。
この考えに基づいて、2017〜2018イアンHSライズリー
会長は、特に女性や若年者のロータワークラブヘの入会を
勧め、ダイナミックなクラブ運営を望まれています。
次年度のロータリーのテーマは『ロータリー：変化をも
たらす』です。
ロータリーが多くの人々の生活・人生に変化をもたら
し、そして、多くの地域や人々の生活が平和になる事に
よって、ロータリーに変化をもたらすことができるので
す。今までロータリーは世界中に様々な変化をもたらして
来ました。そしてこれから、ロータリアンと共に更なる高
みへと登っていくものと信じています。
イアンHSライズリー会長のテーマのもと2720地区の目
標スローガンを「ロータリーを奨励し、ロータリーを楽し
もう（Encourage ROTARY，Enjoy ROTARY)」としまし
た。ロータリーはクラブで育んだ友情のもと、知識欲を満
たし、利他の心を持ち、人生を謳歌することだと思いま
す。みなさんと一緒に人生を謳歌できるようロータリーを
楽しみましょう。
クラブ目標
１．会員増強 女性/40歳以下の若い会員の各クラブ純増１
名以上
２ ．マイロータリーを通してロータリークラブ・セント
ラルへのアクセスを
３ ．戦略計画委員会の設置
４ ．クラブ研修リーダーの設置 ロータリーリーダー
シップ研究会への参加
５．ロータリー財団・年次寄付10％
６．グローバル補助金・地区補助金プロジェクトへの参加
７．ポリオ撲滅運動への参加 募金活動など
８．会員基盤の強化 クラブ内ロータリー研修会の実施
９．青少年奉仕事業へ参加しましょう
10．会長賞にノミネートしましょう
ロータリアンの目標
１．マイロータリーに登録しましょう 地区目標50％
２．奉仕活動に参加しましょう
３ ．各種セミナーに参加しましょう
今、国際ロータリーはダイナミックな転換点にありま
す。この転換に向けて地区も大きく舵を切る必要があるで
しょう。しかし、心配されているようなロータリーが、本
来の目的から逸脱することは決してありません。５大奉仕
の心理は些かも崩れることはありません。
みなさんと一緒に、考え行動し、未来に向けて歩いて行
きましょう。
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