
 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                  

 本日のプログラム 第 2189回例会 平成 30年 7月 12日  

ソング：我らの生業 

行 事：会長決起大会 

 

 第 2188回例会 平成 30年 7月 5日の記録  

 
 会長の時間  山門弘毅 会長

 改めまして今年度 46代

目の会長をつとめさせて

いただきます。 

 調べましたら入会が

2009 年 7 月で、今年ちょ

うど 10年目となり 7月の

誕生日で 50 歳となります。

入会にあたり『甲子園のマウンドに立たせてや

る』そそのかされ、結局騙され、ＲＣに注力せ

ぬまま何年かを過ごしてきました。44代会長を

されました濱口佳丈さんがエレクトとして活動

をされるにあたり、腐れ縁で幹事役が回ってき

て、必然的に会長もやらなくてはいけなくなる

ことから、全くわからなかったＲＣ活動を『と

りあえず理解できるようにならなければ・・・』

と動き出しました。張りぼて式に身に着けたＲ

Ｃ知識なので、変な方向に向かっていかないよ

うにみなさん見張っておいていてください。さ

て本年度ですが、事業計画書の就任挨拶にも書

かせて頂きましたが、奉仕する事は全て自分の

役に立つと私は解釈していますが『奉仕の理念』

をもって、自分の仕事をしっかりやりきってい

くことで社会の役に立つと解釈します『職業倫

理』を高めながら、人間形成していく場がロー

タリーであり例会であることをしっかり意識し

て、極めて基本的かもしれませんが例会を充実

させ、例会出席率が高まるように運営して生き

たと考えます。つきましてはプログラム委員長

を中心に、例会を担当されます方は工夫いただ

きたいと存じます。例会の出席率が高まれば、

より多くの会員で協力し合い、一層意義深い奉

仕活動ができ地域の役に立つことができ、地域

の方々により一層認識いただくことができ、公

共イメージの向上につながっていくと思います。 

また、本年度は濱田直美さんがガバナー補佐

として活動され、大崎順敬さんに実行委員長を

お願いしますが、熊野で開催されます IMをしっ

かりしっかりやり遂げたいと思います。会員全

員で協力し合い良い集いにしたいと思いますの

でご協力をお願いいたします。最後に、会長職

をやらせて頂くことを皆様に感謝いたします。

一年後に本当にやってよかった、今後の人生に

大きく役に立ったと言えるよう、頑張りたいと

思います。どうぞ皆様のお力添えをいただきま

すようお願いいたします。

 
 幹事報告  片岡博也 幹事

▼津、松阪東、上野、伊勢度会、伊勢、伊勢中央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。 

▼規定審議会賦課金が一人当たり＄１．５から＄１．０に減額になりました。 

例会日：毎週木曜日 
例会場：第 1･3 12：30～新宮信用金庫熊野支店 3F 
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 2018-19年度 会 長 山門弘毅  
       副 会 長 濵口佳丈  

幹 事 片岡博也 
会報委員 濱田直美 

 世界を変える行動人 



▼ガバナー事務所より濱田直美会員へ松阪・東紀州グループ ガバナー補佐と奉仕プロジェクト

部門社会奉仕小委員会副委員長の委嘱状が野地俊行会員へ奉仕プロジェクト部門国際奉仕小委員

会委員の委嘱状が届いております。 

▼地区世界社会奉仕補助金申請・受付のご案内が届いております。 

▼ガバナー事務所、ガバナーエレクト事務所より分担金送金のお願いが届いております。 

▼２０１７－１８年度ガバナー事務所閉鎖のお知らせが届いております。 

▼ガバナー事務所・地区大会事務所・ガバナーエレクト事務所開設のご案内が届いております。 

▼ガバナー事務所・地区大会事務所・地区事務所の夏季休暇のお知らせが届いております。 

▼ガバナーエレクト事務所より研修セミナー日程等のお知らせが届いております。 

▼バギオだよりが届いております。 

▼三重県薬物乱用対策推進本部より平成３０年度三重県薬物乱用対策推進計画についての冊子が

届いております。 

 バッジ交換  

 

 片岡博也幹事挨拶 

 今年度、幹事を務めさせて頂

きます片岡です。山門会長の手

となり足となり、１年間より良

いロータリー活動が出来るよう

努力をしてまいりますので、皆

様のご協力をよろしくお願いし

ます。

   
 
 濱田直美ガバナー補佐卓話 

 皆様、今年度一年間ガバナー補佐として東

紀州グループを担当させていただきます濱田

直美です。まだまだロータリー歴は１１年目

の若輩者ですが、誠心誠意努めますのでご協

力をよろしくお願い致します。 

バリー・ラシンＲＩ会長とテーマについて 

 本年度ＲＩ会長のバリー・ラシン氏が、テ

ーマとして掲げたのが、「Ｂｅ Ｔｈｅ Ｉ

ｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ」日本語訳「インスピ

レーションになろう」です。インスピレーシ

ョンとはどういう意味でしょうか、 

バリー・ラシン氏自身の説明によりますと、

一番大切なのは、前向きな変化を生み出し、

私たちが今日直面する課題に勇気と希望、そ

して創造性をもって正面から立ち向かう意欲

を、クラブ、地域社会、そして組織全体から

引き出すための「インスピレーション」とな

る必要があるのです。と、インスピレーショ

ンという言葉に、「意欲」「引き出す」という

意味を込めています。 

 インスピレーションの日本語訳は、霊感と

かひらめきとかありますが、この場合は、Ｉ

ＮＳＰＩＲＥ（英語）という鼓舞するとか、

心に火をつけるとの意味合いで、ラシンさん

は、ロータリアンに対し、「心に火を付ける

人、鼓舞する人になってほしい」と、呼びか

けておられます。 

ＲＩの新しいビジョン声明について、昨年の

ＲＩ理事会において、いろいろな意見を集約

して決めたビジョン声明です。「私たちロー

タリアンは、世界で、地域社会で、そして自

分自身の中で、持続可能な良い変化を生むた

めに、人々が手を取り合って行動する世界を

目指しています。」 

ガバナーテーマについて、木村静之ガバナー

は、地区テーマを最近のＲＩの重点項目や「標

語」から「理念をかかげ、意欲を喚起し、共に

行動」とされました。 



 このうちの「理念をかかげ」について、「職

業奉仕」という幹の中にある「奉仕の理念」

をしっかり掲げたいと思いますと、おっしゃ

いました。その「奉仕の理念」を学ぶ場が「例

会」であり、例会のプログラムを大切にして、

出席を大切にしましょう。その例会により理

念は会員に浸透されるのです。「例会は人生

の道場」です。と、米山梅吉翁の言葉を引用

されています。例会場に、ロータリーの理念

である【ロータリーのモットー】、【四つのテ

スト】、【ロータリーの目的】を掲示してくだ

さいと、ガバナーより伝言をお受けしており

ましたので以前に会長にお伝えいたしました

ところ、こちらでは、すでに掲示されていま

す。ありがとうございます。 

二つ目の「意欲を喚起し」につきまして、 

ラシンさんの「インスピレーションになろう」

と、同じです。ラシンさんは、「インスピレー

ションを与えるためにどうすればよいか」と

して、４つ挙げています。 

１）ロータリアン、クラブ、地域社会への愛

と共感の心を示す必要がある 

２）ロータリーへの熱意、そして世界を変え

ることへの熱意、相手が感化されるほど強く

伝える必要がある 

３）変化の推進者となり、これまでよりもっ

と頑張ろうという大胆なチャレンジに挑む必

要がある 

４）そして、支持するのではなく自らの行動

をもって、ロータリアンに模範を示す必要が

ある 

これらの内容からは、行動力と強いリーダー

シップの人間像を感じます。 

では、このようなことが現実にどうすればで

きるでしょうか？ 

そのためには、①「自ら感動体験をすること」

②「感動体験を話すこと」③「感動体験を聞

くこと」だと思います。それらから私たちは

意欲をもらいます。 

ロータリーの感動体験をお互いに話してみて

ください。感動体験を話しあうことで、さら

なる奉仕のインスピレーションになり、各地

域での多くの成功談を世の人々に知ってもら

うことは大切です。そのことが、会員の増強

にもつながり、また新たな奉仕活動へのイン

スピレーションにもなるはずです。 

三つ目の「共に行動」は、 

地域社会における奉仕活動、国際奉仕、青少

年育成のための奉仕、６つの重点項目として

の人道奉仕、ロータリー財団の補助金を活用

した奉仕プロジェクト、グローバル補助金を

活用した奉仕プロジェクトなどの奉仕活動を、

ロータリーの仲間みんなで実践してください。

多くの会員が参加することによって、より大

きな良い効果が得られます。多くの会員が参

加したくなるように意欲を喚起して、共に行

動をしてください。 

最後に、主役は各クラブです。 

皆様一人一人が様々なヒントを提供していた

だけるインスピレーションになっていただけ

るようお願いします。ありがとうございまし

た。 

 

 事業計画発表  

松本幸恭管理運営委員会委員長…会長の方針のもと、クラブを円滑かつ効果的に運営する為、各担

当と連絡を密にとり、より良い委員会運営に努めます。会員の皆様が出席したくなる様なプログラ

ムの作成をしたいと思います。親睦委員会において、会員、家族との交流の場を持ち、より一層絆

を深めたいと思います。 

野地俊行奉仕プロジェクト委員会委員長…奉仕の基本に基づき、地域社会、国際社会にとって、喜

ばれることを実践し熊野ロータリークラブの認知度の向上を図ります。タイのロータリークラブ

を訪問し、熊野で可能な奉仕活動の調査をしてきます。 

尾﨑しほ子組織強化委員会委員長…現在の諸活動を通じて、地域社会により信頼される組織を目



ざします。 

濱田直美公共イメージ委員会委員長…今年度は、なるべく多くのメディアに、ロータリー活動をア

ピールして、存在感を高めたいと思っています。奉仕活動中などは、幟旗をたてて周囲にＰＲし、

ＨＰでもそれらを広報してゆきたいと思います。 

 

 諸事御祝  

お誕生日：斎藤鉄郎会員 

     斎藤友紀会員 

     森本 衞会員 

     山門弘毅会員 

 

 理事会報告  

・新会員候補者の森岡雅貴氏を承認いたしました 

・今年度地区重点目標の公共イメージと認知度の向上において、熊野大花火大会冊子に広告を掲載

する為、協賛金を 15000円にしました。 

・国際青少年交換の 2019－20年度の夏期派遣学生募集案内について引続き審議。 

 

 ニコニコＢＯＸ  

 

濱田直美ガバナー補佐様…初めての AG訪問です。一年間よろしくお願いします。早退すみません。 

会長・幹事…一年間よろしくお願い致します。 

濵口 佳丈…会長・幹事、１年間ガンバッテ下さい。 

榎本 正一…山門会長、片岡幹事、１年間頑張って下さい。 赤阪 俊一…山門会長、片岡幹事１

年間頑張って下さい。西村さん糸川さん１年間ご苦労様でした。 

田端 稔充…山門会長、片岡幹事、今年一年いろいろあるでしょう。頑張って下さい。 

井上  登…山門会長、片岡幹事、１年間よろしくお願いします。 

大﨑 順敬…山門会長、片岡幹事、１年間頑張って下さい。西村直前会長お疲れ様でした。 

西村 昭宏…山門会長、片岡幹事、１年間よろしくお願いします。 

松本 幸恭…山門会長、片岡幹事、本年度プログラムご迷惑おかけしますがよろしくお願いします。 

斎藤 鉄郎…お誕生日のお祝いを頂いて。山門会長、片岡幹事、１年間ご苦労様です。濱田ガバナ

ー補佐ようこそ。 

森本  衞…７/２８日で６８才になります。 

斎藤 友紀…５４才になります。 

山門 弘毅…誕生日。 

 

 
 次回第 2190回例会  

7月 19日：ガバナー公式訪問 

（尾鷲 RC合同）②ガバナー補佐訪問 

 出席報告  赤阪俊一 出席委員長 

会員数 35名  出席数 22名  欠席数 13名 

出席率 62.86% 修正 65.71％ 


