
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 本日のプログラム 第 2179回例会 平成 30年 4月 26日  

ソング：手に手つないで 

行 事：外来卓話 熊野市教育委員会 ALT 

 

 第 2178回例会 平成 30年 4月 19日の記録  

 
 会長の時間  西村昭宏 会長

 

皆さんこんにちは。ここ

最近天候不順が続いてお

りますが、今日も晴れま

して、気持ちのいいお天

気になりました。本日は、

４月１４日に岐阜都ホテ

ルにて開催されました、

次年度の各委員さんの地区研修・協議会の発表

となっておりますので、各委員さんには後ほど

発表の方、よろしくお願いします。次年度が動

き出しますと、私の会長職ももう少しで終わり

に近づいてきておりますので、気分的には、少

しほっとしておりますが、45周年記念式典がひ

かえておりますので、まだまだほっと出来ない

気分もあります。本日も、沢山のご出席ありが

とうございます。

 幹事報告  松本幸恭 SAA 

▼松阪、名張り中央、伊勢度会、松阪東ロータリークラブより例会変更のお知らせが届いておりま

す。 

▼ガバナー事務所よりトロント国際大会登録状況についてのお願いが届いております。 

▼ガバナーエレクト事務所より地区研修・協議会で配布された冊子の「送金カレンダー」の５か所

での訂正が届いております。 

▼米山記念奨学会よりハイライトよねやま２１７号が届いております。 

 

 地区研修・協議会報告     

山門弘毅会長エレクト

…218/4/14（土） 岐阜

都ホテル、長良川国際

会議場で開催され、総

勢１５名で参加いたし

ました。13：00～17：00

の間で、開会セッション、第１セッションで｢次

期ＲＩテーマと地区活動方針｣を、第２セッショ

ンでは分科会、閉会セッションの流れで進行さ

れました。 

分科会、私は戦略計画について講義を聞きまし

た。何に対する戦略のことを意味するのか、ま

ったく予備知識のないまま参加しましたが、結

論は自分たちのクラブの欠点弱点（高齢化、増
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【天狗の椅子】 

須野町にある遠

見番所道の途中

に天狗の椅子と

いわれる石があ

ります。天狗の

気持ちで座って

みてください。 



強退会、出席率、意欲など）を洗い出し、３～

５年程度の計画で対策を講じ、結論を出す。と

言うことでした。基本的に単年度体制でクラブ

は運営されますので、個人的には中長期でぶれ

ないように運営していくことは非常に大事だと

感じました。 

 

朝尾高明会員…今回は、

門財団委員長の代理で参

加して来ました。全体会

議の件は会長がお話して

いただきましたので、ロ

ータリー財団部門分科会

の報告をさせていただきます。国際ロータリー

は会員の会費によって支えられ、ロータリー財

団は自発的な寄付によって支えられています。

日本では、毎年 150ドルの年次基金寄付と、目

標額 30ドルの使途指定寄付（主にポリオプラス

寄付）恒久基金寄付元本には手を付けず投資運

用し、その収益を分配す 

る（例、ベネファクター）があります。ロータ

リー財団への理解を深めていただくために、ク

ラブ会長、ロータリー財団委員長を対象、ロー

タリー財団研修セミナーが 7月 21日と 10月 20

日に開催される予定です。会長エレクトと財団

委員長予定者は必ず出席してください。ロータ

リー財団の補助金には、地区補助金とグローバ

ル補助金があります。2019－2020年度の地区補

助金の申請期間は 2018年 12月 1日に受付開始

し、2019 年 1 月 31 日が受付になっています。

グローバル補助金の奨学生について尋ねてきた

ときには必ず話を聞く。分からない時は地区ロ

ータリー財団に問い合わせることだそうです。

以上を門委員長に伝えたいと思います。                        

 

野地俊行会員…４月１４日に開催された地区研

修・協議会に参加して学んだ、こと、感じたこ

とは２つあります。 

１．来年度の RI テーマ

の BETHEINSPIRATION（イ

ンスピレーションにな

ろう）の INSPIRATIONの

意味が良くわからなか

った。通常インスピレーションというと霊感と

かひらめきという意味で理解しますが、これら

の意味では、RIテーマの意味が全く分からない。

木村ガバナーエレクトのプレゼンを聞いて、イ

ンスピレーションにはもう一つの意味である

「心に火をつける人」、「鼓舞する人」がある

ことが分かった。この意味からテーマを理解す

ると、ロータリー年度や任期を超えた、持続可

能で大きな奉仕活動をするために、勇気と希望、

そして、創造性に対して立ち向かう意欲が持て

るよう、ロータリーの組織全体に対して火をつ

ける人になろうということになる。このテーマ

受けて、木村ガバナーエレクトのテーマの「理

念をかかげ意欲を喚起し共に行動」は目標と行

動が付け加えられより理解しやすいテーマとな

っている。又、木村さんはテーマの基本となる

ロータリアンの中核的価値観として以下の４つ

は私にとってわかりやすかった。①親睦と国際

理解 ②倫理と高潔性 ③多様性 ④職業の

知識とスキル、奉仕、リーダーシップ 

２．次に私が参加した奉仕プロジェクト部門の

国際奉仕小員会の活動として、①クラブが行う

国際交流活動への支援とその広報活動 ②グ

ローバル補助金を活用したグローバルグラン

トの地区内クラブへの広報がありますが、日本

のロータリーの国際奉仕をする対象国は東南ア

ジア、インドと考えますが、国際奉仕を実現す

るための大きな課題は、どこに、どのような奉

仕案件があるのかわからないことだと考える。

案件を見つけ出すためには、対象国のロータリ

ークラブとの交流を深め、彼らに、案件を探し



てもらい、共同で奉仕活動を行うことです。共

同で活動することで、来年のテーマの中にもあ

る、ロータリー年度を超えた、持続可能な奉仕

活動が可能になると考えており、今国際奉仕小

委員会が推進しているタイのグラビ地方への浄

化プロジェクト現状把握のためのタイ訪問に合

わせてグラビ地方以外のロータリークラブへの

訪問も行い親睦と国際理解を深めることを計画

しています。 

 

森本衞会員…私は環境委

員として、奉仕プロジェ

クト部門の分科会に出席

しました。奉仕プロジェ

クトとして２６３０地区

の植樹調査や会員の乗る

車の調査結果を公表しております。植樹調査に

よりますと１０年間に８０００本の植樹をし、

一人 2．6本実施したことになるそうです。これ

からも各クラブが植樹 DNA を持つように支援し

たいとのことです。また車の調査結果も出てい

ましたが、エンジンの種類などによる CO₂抑制

の意味を踏まえて、そしてプラグイン・ハイブ

リッド車は災害時の電気エネルギー源として、

増加を期待したいとしています。社会奉仕、国

際奉仕の事例報告がありました。伊勢南ロータ

リークラブは、名古屋フィルオーケストラの中

学生演奏指導と 1200 人を前にしての合同発表

会を開催したこと。鈴鹿西ロータリークラブの

ネパール山岳部識字率向上支援プロジェクトと

して、ネパールの首都カトマンズから車で 6時

間かけて、文具やカバンを届けて学習できる環

境を整え、大人の半分が字が書けない現状なの

で、識字率の向上にも寄与したいとのことでし

た。社会奉仕、国際奉仕プロジェクトを行うに

は、ロータリー財団の制度を積極的に活用して

下さいとのことです。 

西村昭宏会長…情報委員会の分科会に出席して

きました。国際ロータリーは寄付を重視してい

て、日本のロータリーは昔ながらの例会の回数

にしても日本独自で変わらずと言ってました。

情報委員会として、研修

を受けた後にクラブで

どのように開示してい

るのかと聞かれました。

各クラブ同じように受

けた後に発表をしてるようです。熊野のみたい

に一人一人長くとってはいないようでした。 

 

森本健一会員…職業奉

仕と情報委員会と同じ

だったので、混ぜこぜで

どっちの事を言ってる

のか分らなかったので

すが、細かい事はクラブの細則で決めて下さい

と言ってました。 

 

森本伸会員…青少年奉仕委員会の分科会に出席

してきました。出前講座

をやって下さいと言って

ました。まず近隣の出前

講座をしているクラブへ

見学に行ってから、来年

度再来年度にして下さいと言ってました。 

 

濱田直美会員…次期ＡＧとして研修を受けてき

ました。 

 私が会長エレクトの時の地区研修協議会に５

人しか出席しなかったことがありました。それ

で、先輩パストＡＧにずいぶん叱られたことを

思い出しました。それで、地区研修協議会につ

いて、少し説明します。 

 この勉強会では、次年度を運営していく上で

必ず知っておかないといけないＲＩの方針や地



区の方針について詳しく研修を受けます。 

会長・幹事はもちろん、クラブの理事や委員長

など、クラブ運営の中心となる会員は必ず出席

を義務付けられています。また、ロータリーク

ラブに入会してから３年以内の会員に向けても

新人セミナーを開催しますので同様に出席を要

請されます。 

 地区の委員会では、委員会ごとに分科会を担

当して次年度の方針に基づく研修を開催するた

めに事前に何度も打ち合わせをしながら当日を

迎えます。 

会員の皆様は、ロータリークラブに入会され

てクラブのことを勉強する場を与えていただい

ているのです。出席を打診されましたら、必ず

出席をお願いします。また、どうしても無理な

場合には、代理の出席も認められますので本人

の都合で必ず代理を立ててください。よろしく

お願いします。 

 今年度の地区研修協議会においては、次年度

のＲＩテーマが、「Be The Inspiration」で、

日本語訳は「インスピレーションになろう」で

したが、服部 PGと田中 PGによりますと、『「燃

えよ ロータリアン」と意訳できるのでは。』

とのことでした。このテーマを受けて示された

ものが、「理念をかかげ 意欲を喚起し 共に

行動」という木村エレクトの地区のテーマです。 

 職業奉仕という幹の中にある「奉仕の理念」

をしっかりと掲げ、その奉仕を学ぶ場が例会で

あり、例会により理念が会員に浸透される。例

会は「人生の道場」とされました。 

意欲を喚起する方法の一つとして、他のロー

タリアンから感動体験を聞くことを挙げられま

した。その感動体験が、さらなる奉仕のインス

ピレーションとなるはず、そしてロータリーの

仲間みんなで奉仕活動を実践しよう、それが「世

界を変える行動人」（ロータリーのキャンペー

ンです）に繋がっていくと理解しました。 

 

 ニコニコＢＯＸ  

会長…本日もご出席ありがとうございます。 

  次回第 2180回例会  

5月 10日：9日（水）④ガバナー補佐訪問 

      （尾鷲）に振替 

 出席報告  森本健一 出席委員長 

会員数 36名  出席数 16名  欠席数 20名 

出席率 55.56%  修正 58.33％ 


