
第 1315 回例会 平成 26 年 7 月 23 日(水) 

今日のプログラム 

1.）点      鐘   

2.）ロータリーソング『』 

  ＊4 つのテスト                  

3.）会長の時間      

4.）幹事報告      5.）出席報告 

6.)ハッピーＢＯＸ披露 

7.）委員会報告      

8.）ＢＢＱ懇親会 

9.）ＳＡＡ次週例会案内 

  ８/6~8 月のフォーラム 

  セレモニー・理事会 

10.) 点     鐘 

 

第 1314 回例会記録 平成 26 年 7 月 16 日（水） 

■会長の時間     ●会長 原田宗忠君 

皆さんこんにちは、昨日

から暑いですね！今日

も駐車場からこちらに

来るだけでフラフラ状

態ですが昨日の気温は

35.2 度という事です。皆

さんどうぞ身体を壊さ

ない様にして下さいね。

先ずは本日のお客様をご紹介致します、岩切君の紹介

で藤本様が体験例会としてお見えです。後ほど詳しい

紹介をお願いします。 

先日の日曜日は都城会場で行われる第 2 回ＲＬＩ（ロ

ータリーリーダーシップ研究会）への参加の為に行っ

て来ました。世界で 800 地区ありますがそのうち 500

地区で開催されているそうです。2730 地区でもパー

ト１～3 と卒業の為の会とあるそうですが次回は 11

月にパート 3 が開催予定です。前回パート 1 にも参加

しまして 2 回目の参加でした、日高君も予定していた

のですが仕事で福岡行きと重なり 1人での参加でした。

ＲＬＩとは何なのかと申しますと「ロータリークラブ

のリーダーシッププログラムを開発・実施する為の各

ロータリークラブ地域草の根のレインボー組織です。」

ということです。ＲＩとは関係ないです。今回はパー

ト 2 でしたがどの段階から参加しても良いそうです。

中身はどういうものかと申しますと、議題がありまし

て今回は 6 部門に別れ 1 部門 45 分の 6 箇所を 1 日で

回るようになっていました。各部門にリーダーがおり

その方が司会進行をやり講師の方が前で話をし各テ

ーブル 10 名ほどいる訳ですが、色々質問して行きま

す。そして 1 人 1 人答えて意見を出し合いその意見に

ついて色々又意見を出して行く・・という流れです。

第一分科会が「戦略計画とクラブの分析」二が「目標

とする奉仕」三が「国際奉仕」四が「チーム作り」五

が「米山記念奨学会」六が「会員を引き付ける」とい

うテーマでした。さっぱり何の事だか分からない事が

多いです。私が 1 番疑問に思ったのがロータリーブラ

ンドをどう考えますか？というもので、これに対して

質問されたので思わず「ロータリーにブランド化が必

要ですか？」と答えてしまい逆に「ブランド化が必要

なのですか？」と質問しましたらパストガバナーの方

が答えました、しかしそれさえもさっぱり分かりませ

んでした。しかし勉強になる事も沢山ありました。こ

こで一つ、二つ、紹介します、先ず財団の事で・・補

助金にはどのような種類がありますか？「マッチング

グランド」「グローバル補助金」「地区補助金」「パッ

ケージグランド」その中で今回佐土原ＲＣが受けた補

助金は「地区補助金」ですね。グローバル補助金は国

際的なﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを支援し重点分野に関連して持続可

能かつ測定可能な成果を齎す人道的ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄです。Ｖ

ＴＴ等がそれに当てはまりますね、次に米山について、

どのように思われますか？事業費が 14 億日本で使わ

れていまして、これに関しては多くの意見が出ました。

当クラブの郡司君が以前から言われていた事と同じ

様な意見が本当に多く出ました。こういうことを 1 日

かけてやったのですがやはり内容は難しいです。この

中で 1 番問題になったのは会員増強でした、ひとつ参

考になったのがﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰの二世等を入会させたと

いうのがありましたが私はそこいらを知らないので

又教えて頂きたいなと思っています。このＲＬＩにも

佐土原から多くの方が参加して頂けたらいいなと思

いますので宜しくお願い致します。 
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■幹事報告      ● 幹事  長倉祐一郎君 

Ｓ・Ｐ 

先日私の母親が犬小屋

で倒れまして医大に運

ばれ緊急手術をしまし

たが身内でも都合が付

く人間がなかなか難し

く私が仕事の都合を付

けて付き添いしています。しかし予約して行くにも関

らず受付などでの待ち時間の多さにまいっています。

前回チラッとはお知らせしましたが今日は皆さんに

改めての方で宣伝させて頂こうと思います。「四季の

恵」で今はランチタイムだけですが冷凍物は一切使わ

ず全部手作りの料理を出させて頂いていますし安く

提供しご飯もお替り自由にしています。一宮方面に行

かれる時には是非お越し下さい。 

＜文書案内＞ 

＊青少年交換留学生募集チラシ送付の案内 

＜連絡事項案内＞ 

＊7 月 23 日夜間例会～場所コテージヒムカプールサ

イドＢＢＱ 時間～19:00～21:00 

＊6 月退会の林さん送別会を兼ねて行う 

＊7 月 30 日～特別休会 

■出席報告            ●中武幹雄君 

会員数＝23 名（免除 2 名） 出席率＝85.7％ 

出席数＝18 名 メイク届＝０ 

欠席届＝5 名 修正～率＝90.4％ 

 

■ハッピーＢＯＸ披露      ●荒武義博君 

＜30 周年基金へ＞ 

＊ 中武ちづ子さん～誕生祝ありがとうございます。

もう６０を過ぎますと体力も気がかりです。ロー

タリアンの皆様のご健康を祈ります。 

＊ 岩切 正司君～藤本様をお迎えして。 

■ 体験例会の藤本様紹介岩切正司君 

本日は蓮光寺の岩切さんよりお誘いいただきま

して、こちらに参加させて頂きましたがロータリ

ークラブとは雲の上の存在だと思っておりまし 

 

 

 

 

 

 

たので何事も経験だと思い今日は参りました、貴

重な体験をさせて頂きまして有り難うございま

した。 

 

 

■ フォーラム「会員増強について」 

          会員増強委員長●永野陽子君 

何をやったらいいのか良く分からないというのが本

音ではありますが、先ずは推薦カードの提出をお願い

します！出来るだけ確実な方を書いて下さい。今年度

は確実な会員増強に向かって皆さんと協力しながら

活動していきたいと思いますのでよろしくお願い致

します。 

            副委員長●吉田康一郎君 

皆さんの手元に会長

から推薦カードが配

られていると思いま

す。4 名書けるよう

になっていますが一

人でも二人でも推薦

して頂けると良いか

と思います。先ずは

未充填の職業分類を

埋めていくというと

いうことが大切だと思います。例会場をサンホテルに

移し色んな点が充実してきていますのでお誘いもし

やすいと思います。先ほど藤本さんが「ロータリーは

敷居が高い」という様な事を言われましたが、そんな

事は全く無いですから安心して下さい。ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰの

2 世をお誘いするという事が「会長の時間」の中で出

ましたが佐土原でも早速検討しようと思います。それ

からやはり田邉君、ひばり野君の年代が 1 番欲しいと

も思いますのでお二人にも是非ご協力頂きたいと思

います。又欠席が続く会員への声掛けや誘いもスポン

サーだけではなく皆で協力していけば退会防止にも

なると思いますのでどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

次週予告 

７月３０日(水) 特別休会 

８月６日(水) フォーラム「会員増強委員会」 

８月１３日(水) 盆休み 

８月２０日(水) 会員卓話 「藤堂孝一君」 

８月２７日(水) 会員卓話 「太田 忍君」 

９月３日(水) フォーラム「奉仕プロジェクト委員会」 


