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国際ロータリー2720地区

2007～2008年度
2007～2008年度　国際ロータリー・テーマ

国際ロータリー会長　ウィルフリッド・Ｊ・ウィルキンソン

ロータリーは分かちあいの心
ROTARY SHARES

中津平成週報

中津平成ロータリークラブ

◎本日の例会プログラム

前回（856回例会）の記録　平成19年10月11日(木)

○次回例会プログラム

■ビジター

　なし

■出席報告

　会　員　数　26名
　免 除 者 数　０名

　対 象 者 数　26名
　本日出席者　26名
　欠 席 者 数　０名

　出　席　率　　　　100%

職場例会「耶馬溪そばの話」
職業奉仕委員会　耶馬トピアにて

ゲスト卓話　山本博史氏「中津城のなりたち」

■前々回出席報告の修正

　前々回欠席者　　８名

　メイクアップ　　４名

　欠　席　者　　４名

　修正出席率　69.23%→　84.62%

●メイクアップ

　岡野、小川、向笠（中津中央）

　加来（豊前）

●欠席者

　渡邉、小野（裕）、小路、出納

してあります。　③地区委員の選出方法。昨

年10月に、76クラブの会長・会長エレクトに
地区委員の推薦を依頼しました。各クラブよ

り90名の推薦がありましたので、地区委員会
は全て推薦者で組織を構成してあります。又、

地区委員会事業の計画・予算につきましては、

６大委員長が小委員長を招集し、次年度の事

業計画並びに予算案について企画・検討をし

てもらい、地区協議会にて審議をお願いしま

した。　④青少年交換、GSE（研究グループ
交換）の復活（現在休止中）。青少年交換プ

ログラムにつきましては、2007年２月RI理事
会におきまして、第2720地区の仮認定を認
めました。これで、他地区との青少年交換を

計画することが出来るようになりました。又、

規定審議会議案検討委員会を新設しました。

未だ、私たちの地区からは議案の提出がな

されたことがありません。３年後に開催され

ます規定審議会で審議すべきことを議論して

いきたいと考えています。　⑤会員登録料軽

減。次年度は会員やクラブの負担軽減のため、

会長エレクト研修セミナーの登録料は無料

に、地区協議会の登録料も8,000円を5,000
円に軽減しております。⑥公式訪問は私が最

も力をいれている一つであります。77クラブ
全クラブを訪問させていただきます。皆様と

膝を交えて、好意と友情を深める交歓会を楽

しみにしております。　⑦半期をふり返って。

2007年～08年度は会員増強にも力を入れて
拡大をお願いしております。私たちの地区は、

全盛期約3,500名の会員を擁する地区でし
たが、現在は約2,800名にまで減少しており
ます。今年は皆様と一緒に努力し、3,000名
までに復活したいと思います。まず私から始

めます。各クラブのリーダーの皆様も会員増

強に力をかして下さい。ロータリー財団、米

山奨学会等につきましても、各クラブで目標

設定をお願いいたします。来年１月上旬には、

会長・ガバナー補佐・地区委員長会議を開催

し、上半期をふり返り、目標に向かって再度

達成に頑張っていただきたいと考えています。

　⑧地区大会は77クラブの全ての公式訪問終
了後、2008年５月17日（土）～18日（日）　出
で湯の里　玉名にて開催させて頂きます。　

⑨国際大会への参加。来年はロサンゼルスで

開催されます。歴代RI会長とお会いし、素晴
らしい講演が聞けます。感動！感動！感動！の

連続です。体験しないとその感動が伝わりま

せん。第2720地区でツアーを組み、皆様と
一緒に国際大会へ参加したいと思います。

　私は今日まで様々な人と出会うことが出来

ました。そして、その多くの人々が私の宝です。

今年はさらに2,800名から3,000名のロータリ
アンの皆様にお会いすることが出来ます。私

はこの出会いを大切にしていきたいと思いま

す。この一年は皆様と一緒にロータリーを楽

しみたいと思います。

　浅学菲才の身ではありますが、第2720地
区のために粉骨砕身頑張ってこられた歴代ガ

バナーをはじめ、先人のロータリアンの皆様

を模範とし、微力ではありますが、ロータリー

のために頑張る所存です。皆様のご指導、ご

支援の程宜しくお願い致します。（文責：田原）



君が代、奉仕の理想

会長　若松　定生

　本日は国際ロータリー

第2720地区、杉谷卓紀
ガバナー及び東納英一ガ

バナー補佐をお迎えして

の中津平成ロータリーク

ラブのガバナー公式訪問例会です。

　ウィルフリッド.J.ウィルキンソンRI会長の
テーマ「ロータリーは分かちあいの心」と方

針、並びに杉谷ガバナーの方針につきまして

は、今までに地区協議会の報告、ロータリー

の友、ガバナー月信の紹介等で充分理解さ

れていると思いますが、改めてここで杉谷ガ

バナーより、ロータリーや地区の現況、方針

などを直接お話し頂き、思いを新たにしてク

ラブの目標と各委員会の目標達成に進みたい

と考えます。

　さて、先週の向笠記念公園の清掃奉仕ご

苦労様でした。杉谷ガバナーが訪問されると

いう事で、いつもより多い会員で早めの時間

から始めて綺麗に整備ができました。

　また、私共中津平成RCは1990年（平成
元年）に仙台平成RC、加古川平成RC、熊
本平成RCの平成４クラブが、姉妹クラブの
調印式を行いました。以後毎年、周年行事

の年は外し、順番で受入れ交流を担当しな

がら続けてきました。本年は私共の担当で

16回目、４順目の最後の年で来年は20周年
で休止の年です。この節目の年の姉妹交流

へ会員はほぼ全員ですが残念な事に夫人の

参加が少なめです。是非、奥様に今年の会

長のテーマは「参加しましょう」なので再度

お誘い下さい（日帰りもできます）。

　最後に、今期の理事候補者指名委員会が

発足しましたので報告します。委員は梶屋会

員、加来会員、二反田会員、小川会員、そ

して委員長は若松です。11月８日の例会にて
理事候補者４名を発表します。

幹事　榎本　正則

●例会変更　杵築RC、
　津久見RC、くにさき
　RC、湯布院RC。宇
　佐2001RC 10/24  
　18：00より福円寺に

て、10/31 19：00より光長亭にて
●週報受理　八代RC、天草中央RC、杵築
RC、津久見RC、本渡RC
●会報受理　ロータリーの友が届いています。

●週報お礼　なし

●幹事報告

・第15回県北ハーモニーフェスティバルのご
案内。

・大貞八幡菊花展に対する表彰状の依頼に

ついて

・地区協議会の記録誌が届きました。

●理事会報告　なし

・姉妹交流委員会　矢頭委員長

 今度の姉妹交流会ですが、三火会の御婦
人の参加をお願いします。ご協力お願いしま

す。

・職業奉仕委員会　出納委員長

　10/25の職場例会は耶馬トピアです。ご参
加お願いします。

国際ロータリー

第2720地区
ガバナー　杉谷卓紀

　私はガバナー・ノミ

ニーを拝命以来、ゾーン

研究会、ロータリー財団

セミナー、米山奨学会セミナー、ガバナー・

エレクト研修セミナー等ロータリーについて

研修を受けてまいりました。今年１月にアメリ

カ・サンディエゴで開催されました国際協議

会に出席し、ガバナー・エレクトとしての最後

の研修を終了したことをご報告申し上げます。

　国際協議会開催時に2007年～08年度　国
際ロータリー　ウィルフリッド J. ウィルキンソ
ン会長は、「ロータリーは分かちあいの心」と

いうRIテーマを発表されました。ロータリー
は人道的、社会的問題に挑むプロジェクトを

効果的に遂行するために、自らの時間や才能、

専門知識を分かちあっています。また、思い

やりと熱意を分かちあい、恵まれない人々を

助け、より良い世界を築こうという決意を分か

ちあっています。このテーマがすべてのロー

タリアンにとって誇りの原点となり、私たちの

活動の原動力となってくれることを願いますと、

力づよく語られました。

　次に、会長強調事項として、①識字率の向

上　②水保全　③保健と飢餓救済　そして④

ロータリー家族を奉仕の焦点とされています。

　ウィルキンソンRI会長からのお願いがあり
ます。それは、クラブにおいて、会員純増１

名の達成です。実現のためには、ガバナー

はもとより、ガバナー補佐、地区委員の皆様、

そしてクラブ会長から実行してほしいと要請さ

れました。私は地区として3,000人に増強す
ることが目標です（３月現在2,749名）。地区
が活性化し、魅力ある地区になるためには決

して無理な目標ではないと確信しています。

　次に、毎年あなたも100ドルを！　ロータ

リー財団の目標です。皆さんに知っていただ

きたいのは、財団が行っている様々な事業の

ことです。人道的支援や世界平和のために、

マッチング・グランド、３H補助金、国際親
善奨学生、研究グループ交換（GSE）、ロー
タリーセンター等すべて財団の資金によるも

のです。ポリオプラスはすでに撲滅まで2,000
人のところまでまいっております。このような

事業をご理解の上、是非寄付をお願いします。

米山奨学金は、会員１人7,000円をお願いし
ているところです。今年はベトナムホーチミン

で試験を行い２名のベトナムからの奨学生が

来日します。

　2007年～08年度、第2720地区の運営方
針について、述べさせていただきます。歴代

ガバナーの皆さんが頑張ってこられたように、

地区が皆さんのクラブにとって、必要な地区、

役に立つ地区、そして皆さんに信頼される地

区になることを目標にしています。

　私は魅力ある地区・活力ある地区を目指す

ために、 ①手続要覧に従い規則通り行ってい
ます。アメリカ・サンディエゴで開催されまし

た国際協議会に出席後、２月17日にはパスト
ガバナーの皆様にご臨席いただき国際協議

会の報告会を開催。２月24日にはガバナー補
佐・地区委員の皆様を一同に会し、地区チー

ム研修セミナーにてRI・地区の方針を説明。
３月10・11日には２日間にわたり会長エレク
ト研修セミナーを開催し、次年度の方針につ

いて研修を行い、４月14日には地区協議会を
開催し、77クラブのリーダーの皆様に対し研
修を行ってまいりました。　②地区委員会組

織は、クラブ・リーダーシップ・プラン（CLP）
採用のクラブも従来の委員会を継続されてい

るクラブも、地区セミナー等参加できる地区

組織をつくり運営していきます。６大委員会

　１、管理運営委員会　２、広報委員会　３、

会員増強委員会　４、奉仕プロジェクト委員

会　５、ロータリー財団委員会　６、米山奨

学委員会　と必要に応じた小委員会で組織

「ロータリーは分かちあいの心」　“ROTARY SHARES” 「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」　“He Profits Most Who Serves Best”

四つのテスト（言行はこれに照らしてから）　１. 真実かどうか　２. みんなに公平か   　 ３. 好意と友情を深めるか　４. みんなのためになるかどうか

ロ ー タ リ ー ソ ン グ

会 長 の 時 間

幹 事 報 告

委 員 会 報 告

ガ バ ナ ー ア ド レ ス


