
  第 1349 回例会 平成 27 年 4 月 22 日(水) 

＜＜今日のプログラム＞＞ 

1.）点      鐘 

2.）♪ロータリーソング「手に手つないで」  

3.）  4 つのテスト唱和                 

4.）会長の挨拶  

5.）幹事報告      6.）出席報告 

7.)ハッピーＢＯＸ披露 

8.）委員会報告 

9.） 

10.）＜ＳＡＡ次週 5 月 13 日例会案内＞ 

 ＊4 月 29 日・5 月 6 日は祭日休会です。 

   会員卓話「中武 幹雄君」 

   ５月のセレモニー♪ 

    理事・役員会  

10.) 点     鐘 

第 1348 回例会記録 平成 27 年 4 月 15 日（水） 

■会長の時間       ●会長 原田宗忠君 

皆さんこんにちは、本

日は第 1348 回の例会

です。 

今、小牧君の「4 つの

テスト」元気があって

非常に良かったと思い

ます。今月は雑誌月間

という事ですが、ロー

タリーの友を始め色々

なロータリーの出版物の勉強に取り組みましょうという月

間です。ロータリーの友も隅から隅まで読むと言う事は普段

なかなか出来ずにおりますが、為になる事も沢山載っていま

すので是非読んで下さい。1911 年に「ロータリーの友」の

第 1号が発刊された様ですね、各国それぞれ色んな名前で出

ている様です。今年会長になり会合等に出ますと「ロータリ

ーの戦略計画」という言葉を耳にする様になりました、何の

事だろう？と中々理解出来ずにいました。ロータリーの精神

と戦略計画という言葉がそぐわない気がしていたのです。要

するに毎年自分のクラブに合った活動計画をＣＬＰに基づ

いて立て活動に励めば良いのかなとは思いますが、今日ネッ

トで調べた内容をお伝えします。ロータリーの戦略計画は、

3 つの戦略的優先項目を掲げ、その下に 16 の目標を定めて

います。ロータリーが将来も強くて活気ある組織であり続け

るために、私たちはこれらの優先項目と目標を指針としてい

ます。 

クラブのサポートと強化クラブの刷新制と柔軟性を育てる

さまざまな奉仕活動への参加を奨励する 

会員基盤の多様性を奨励する。会員の勧誘と維持を改善する。 

リーダーを育成する。ダイナミックな新クラブを結成する。 

クラブと地区における戦略計画の立案を奨励する。 

人道的奉仕の重点化と増加～ポリオを撲滅する。 

青少年や若きリーダーの支援、およびロータリーの 6 つの

重点分野と関連したプログラムや活動において持続可能性

を高める。 

他団体との協力やつながりを深める。地元と海外の地域社会

で多大な成果をもたらすプロジェクトを生み出す。 

公共イメージと認知度の向上としては、イメージとブランド

認知を調和させる。行動を主体とした奉仕を推進する 

中核的価値観を推進する。職業奉仕を強調する。 

ネットワークづくりの機会、ならびにクラブ独自の活動につ

いて広報するようクラブに奨励する。 

使命～ロータリーの使命は、職業人と地域社会のリーダーの

ネットワークを通じて、人びとに奉仕し、高潔さを奨励し、

世界理解、親善、平和を推進することです。 

中核的価値観～私たちの価値観は、組織の考え方と方向性を

定める原動力であり、戦略計画においても重視される要素で

す。親睦と国際理解（FELLOWSHIP AND GLOBAL UNDERSTANDING）

生涯にわたる友情をはぐくみます。倫理と高潔性（ETHICS AND 

INTEGRITY）約束を守りぬきます。多様性（DIVERSITY）さま

ざまな考え方をつなぎます。職業の知識とスキル、奉仕、リ

ーダーシップ（VOCATIONAL EXPERTISE, SERVICE, AND 

LEADERSHIP）リーダーシップと職業のスキルを生かし、地域

社会の問題に取り組みます。この様な内容でした、皆さんも

調べて読んでみて下さい。またクラブでも勉強会を行いたい
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と思います。私の年度も後残り僅かとなりましたが最後まで

どうぞよろしくお願い致します。 

■幹事報告         幹事●長倉祐一郎君 

＜文書報告＞ 

＊2015－16年度の為

の地区研修協議会の

ご案内 

 1.日時：平成 27 年

5 月 24 日（日） 

     登録時

間：9：00～開会 9：

30 閉会 15：30 

 2.場所：延岡市野口記念会館  

 3.ホストクラブ：延岡東ロータリークラブ 

 5.登録料：8.000 円 

 7.登録・振込み締め切り：4 月 22 日（水） 

＊第 8 回ロータリー勉強会開催のご案内 

 1.開催日 平成 27 年 6 月 3 日（水）18：30～ 

 2.場所  ホテルマリックス二階会議室 

 3.演題 「クラブ管理運営について（その２）」 

 4.参加対象 次期会長幹事理事役員の方々、もっと

ロータリーの事を知りたい方々等 

 6.費用 500 円 

＊次期クラブ会長会議開催のご案内 

＜報告事項＞ 

■出席報告           ●中武 幹雄君 

会員数＝26 名（免除 2 名） 出席率＝83.3％ 

出席数＝20 名 メイク届＝０ 

欠席届＝6 名 修正～率＝95.4％ 

＊ ショートＳＰ           中武幹雄君 

「エコラッタとカリ

コボーズが遊ぶ森」

植栽活動に参加して

まいりましたのでお

話しさせて頂きます。 

開催当日は最高のお

天気に恵まれ、一ツ

瀬川沿いの桜もきれ

いに咲きほこっていました。ＪＳＡ中核会支部35名、

ＡＩＲオートクラブ宮崎支部 2 名、損保ジャパン日本

興亜職員 21 名の合計 58 名でヤマザクラ 210 本コナ

ラ 220 本カエデ 220 本合計 660 本を丁寧に植えまし

た。 

■ ハッピーＢＯＸ披露       ●竹下 隆君 

＜30 周年基金へ＞ 

● 武政勝巳君・美鈴さんご

夫妻～4 月結婚記念月お返

しとして。 

● 吉田康一郎君～4 月結婚

記念月ありがとうございま

した。再婚も出来ないし頑張

ります。 

＜財団へ＞ 

●岩切 正司君～例会出席に励みましょう。 

＊ショートＳＰ～ 

太陽ビジネスクラブセミナーのご案内をさせて頂き

ます。 

：マイナンバー制度対象セミナー 

：2015 年度最新情報・助成金・補助金セミナー 

：5 月 11 日（月）ＪＡ－ＡＺＭ 別館 3 階 302 号 

 13：30～16：00 受付 13：00～ 

参加を希望される方は私にご一報下さい。 

■ 会員 卓話        ●吉田 康一郎君 

本日は少し遅れて来

ましたが朝から家内

の弟の介護入居問題

で動いておりました。

現在国立東病院にか

かっています。2 年ほ

ど前からパーキンソ

ン病を発症して進行が早く重い状態になっています。

まだ 61 歳になったばかりですから年金も出ません、

仕事も出来ないという事でどうしても費用の問題も

発生します。兄弟で協力して何とかやってはおります

が、この先いつまで続くのか、不安でもあります。費

用の心配だけでは無く、受け入れ先の施設や病院が無

いという事も大きな悩みです。病院は 1 ヶ月しか入院

できませんから 1ヶ月のみの時間稼ぎの繰り返しでは

本人も親族も色んな見通しが立ちません。ある施設を

やっと紹介してもらい入居していたのですがそこの

環境がどうしても６１才の義弟には合わず、どうして

も出たいと言うものですから、落ち着いて入居出来る

施設を必死で探している所です、自宅での介護も試み

たこともありますが、何度も転倒し大怪我になりかね

ない事が何度もあり無理でした。ここ数年義弟の事を

通して、やはり政治・行政の力が無いと解決出来ない

事だと痛感しておりますので関係者の方々の深い理

解と尽力をお願いしたいと思います。 

 

 

 

 

4 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。 


