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第1171回の記録　  平成 23 年 7月 13 日

　皆さんこんにちは、本日は7月13日（水）第1171回目の例会です。
　今回から、少しずつロータリーについて会長の時間を使わせていただきます。ロータリーの基本
であります。社会貢献に関しまして資料を基に話してみます。
社会奉仕活動に対する方針 (Policy Toward Community Service Activities)
　社会奉仕に対するロータリーの方針は、1923年国際大会で採択され、以後の国際大会で改正され
た決議23－34にのべられている。決議23－34 (Resolution 23－34)ＲＩの社会奉仕に対する方針の
声明で、1923年セントルイス大会で、決議34号として採択され、その後の大会で改定されたものである。 
社会奉仕に関する1923年の声明 
　ロータリーにおいて社会奉仕とは、ロータリアンのすべてがその個人生活、事業生活、及び社会生活に奉仕の理想を適用する
ことを奨励、育成することである。この奉仕の理想の適用を実行することについては、多くのクラブが会員による奉仕にその機
会を与えるものとして、さまざまな社会奉仕活動を進めてきている。以下に掲げる諸原則は、ロータリアン及びロータリー・ク
ラブの指針として、また、社会奉仕活動に対するロータリーの方針を明確に表すものとして適切であり、また管理に役立つもの
であることを認め、これを採用するものである。 
社会奉仕活動への参加 (Participation in Community Service Activities)
　地域社会のニーズに対して､政府および民間の諸団体が活動しているが、しかし、ＲＣやロータリアンが地元地域社会において
効果的且つ重複しない奉仕を引き受ける各種やりがいのある機会が依然として存在する。効果的な社会奉仕をする基礎として、
ＲＩ会長は、人間尊重、地域発展、環境保全、協同奉仕、の社会奉仕小委員会の委員を務めるロータリアンを任命するよう奨励
されている。小委員会は次のことを行う。 
1.地元内のそれぞれの地域の特定の相対的状況を総合的に調査、分析し、地域社会のニーズを確認する。 
2.地域社会のニーズを見出すために個人的、また職業上の立場をいかしてクラブの区域内を探り、社会奉仕委員会の調査、分析
　を補足､強化するよう個々のクラブ会員に勧める。 
3.他の地域団体との会合を、所定の方針に合致して行うことができる場合、そのような会合を開き、話し合いと意見の交換をする。 
4.地域社会のニーズに積極的に関心を示し、これに精通していることを会員候補者選考の一要素に含める。 ＲＩ理事会は、クラ
　ブに対して、財政的貢献ばかりでなく、「実際に汗を流すような」社会奉仕プロジェクトを開始、推進することを奨励してきた。
クラブ・リーダーシップ・プラン (Club Leadership Plan)(ＣＬＰ)
　クラブ・リーダーシップ・プランの目的は、効果的なクラブの管理の枠組みを提供することにより、ＲＣの強化を図ることであ
る。クラブで CLPを実施するために、現、次期、元クラブ指導者は、以下を行うべきである。
○効果的なクラブの要素に取り組む長期計画を立案する 
○「効果的な RCとなるための活動計画の指標」を活用して、クラブの長期計画と調和した年次目標を設定する 
○会員を計画過程に参加させ、ロータリーの活動に関する情報を伝えるためのクラブ協議会を実施する 
○クラブ会長、理事会、委員会委員長、クラブ会員、地区ガバナー、ガバナー補佐、地区委員会の間で明確なコミュニケーションを図る 
○将来の指導者育成を図るための一貫した引継ぎ計画の概念を含め、指導の継続性を確保する 
○クラブ委員会構成とクラブ指導者の役割と責務を反映させるために、細則に修正を加える 
○クラブ会員間の親睦を深めるような機会を提供する 
○会員全員がクラブのプロジェクトや運営に活発に関与するようにする 
○以下を確実にする包括的な研修を立案し、実施する 
　oクラブ指導者が、適宜、地区研修会合に出席する「てきぎ：その時々に応じて」 
　o新会員のために一貫したオリエンテーションを定期的に実施する 
　o現会員のために継続的教育の機会を提供する 
　o全会員が指導力育成プログラムを受けることができるようにする 
　DLPに示されているように、クラブ指導者は、地区指導者と相談しながら CLPを導入すべきである。クラブはプランを毎年見直
すべきである。 
クラブ例会 (Club Regular Meeting)
　毎週の例会は、定例の曜日に、定例の時間に開催するものとする。例会に関するあらゆる変更または取り消しはすべてクラブ
の会員全部に然るべく通告されなければならない。国民の祝日に当たったら休会してもよい。日本では正月３ガ日は法定休日と
同様の取り扱いになっている。クラブ会員が死亡した場合、または全地域社会にわたって流行病もしくは災害が発生した場合、
または地域社会での武力紛争がクラブ会員の生命を脅かす場合、理事会は、例会を取りやめることができる。2001年度規定審議
会でクラブの裁量で年度中４回まで例会を取りやめることが出来る。例会を休会する時は、前もってガバナー事務所に通知する。
但し､３回を超えて続けて例会を開かないようなことがあってはならない。 

　ロータリーを学び、実践していくことで、尊敬され、必要とされるよう、自分自身が誇りを持てるように頑張ります。皆さん
も、一緒に頑張りましょう。

週報
2011 . 7 ～ 2012 . 6

会長の時間 ＜ 荒武　義博  会長 ＞

2011～2012年度
ロータリーテーマ

１．点　　　　　　　鐘
２．ロータリーソング
　　「それでこそロータリー」
３．四 つ の テ ス ト
４．会　長　の　時　間
５．幹　 事　 報 　告
６．出　 席　 報　 告
７．委　員　会　報　告
８．ク ラ ブ 協 議 会
　　①各委員長活動計画
９．次週例会の案内「SAA」
10．点　　　　　　　鐘

本日のプログラム

佐土原ロータリークラブ
国際ロータリー第２７３０地区

第1172回　 平成 23年 7月 20日（水）

会　　長 ： 荒武　義博
副 会 長 ： 村上　　實
幹　　事 ： 永野　陽子
会報委員長 ： 藤堂　孝一
会　　計 ： 梶田與之助
事 務 局 ： 吉野由里子
 宮崎市佐土原町下田島
 　　　　　　11703-18
　　TEL：0985-62-7833
　　FAX：0985-62-7877
例 会 日 ： 毎週水曜日
例 会 場 ： 
　　石崎の杜「歓鯨館」
　　TEL：0985-62-7757

2730地区ガバナー 　　　長峯　基
中部分区ガバナー補佐　　林　務
RT会長テーマ
　「こころの中を見つめよう　博愛を広げるために」
2730地区テーマ
　「善いことをしよう」
佐土原テーマ
　「クラブ会員の絆を　より深めよう」
7月のテーマ
　「新体制チームワークの構築月間」
7月6日（水） ・・・「1170回」新任挨拶
　　　　　　　　　　会長・幹事　理事会　セレモニー
7月13日(水） ・・・「1171回」感謝状贈呈式
　　　　　　　　　　会長・幹事　感謝状準備　贈呈式
7月20日（水）・・・「1172回」クラブ協議会
　　　　　　　（各委員会活動計画 各委員会 クラブ協議会①
7月27日（水）・・・「1173回」クラブ協議会
　　　　　　　（各委員会活動計画 各委員会 クラブ協議会②



　　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
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◆◇◆◇ 事務局便り ◇◆◇◆
☆次週7月27日（水）メニュー（チャリティーランチ）
　【肉うどん＋いなり寿司】
☆「感謝状の作成」林　厚雄会員　ありがとうございます。
☆100％出席者への記念品は前年度出席委員長の
　宮原　建樹会員が提供して下さいました。
　　　　　　　　　　　　　　　ありがとうございます。
☆会員卓話・委員会報告等「原稿提供」のご協力をどうぞ
　お願い致します。

　

幹事報告 ＜ 幹事　永野　陽子 君 ＞
※第 1回地区会員増強セミナー
  開催日　　平成 23 年 7 月 31 日 ( 日 )　13：30 ～ 15：30
  開催場所　メインホテル
※地区ロータリー財団セミナー
  開催日　　平成 23 年 7 月 31 日 ( 日 )　12：40 ～ 14：30
  開催場所　メインホテル
※国際ロータリー～半期報告書・人頭分担金等請求書着
　会員増強委員長の太田君・ロータリー財団委員長の郡司君
参加の程よろしくお願い致します。

出席報告 ＜ 出席委員　田邉　揮一郎 君 ＞
会員２５名 　（免除１名）
欠席者数　　　　　７名
有届け者～　日高君・梶田君
　　村岡君・宮原君・佐藤君
　　松田君・吉田君
出席者数　　　　１９名

本日のハッピー披露

直前会長・幹事・会計三役
　　　　　　　　　　感謝状贈呈式

☆1年間のご尽力に感謝申し上げます☆

（ロータリー財団）
※岩切　正司君～会員増強に頑張りましょう。
（ニコニコＢＯＸ）
※村上　芳枝さん～誕生お祝いありがとうございました。
　これからも健康に気をつけて頑張ります。
※加藤　由起子君～７月誕生祝ありがとうございました。
※林　厚雄君～７月結婚記念祝いありがとう御座います。
　いやはや・・もうかれこれ３７年になります。

地元ゲスト紹介
佐土原町広瀬北小学校スポーツ少年団
男子バレーボール監督　坂口　義海氏
　この度先に開催させました第３１回全日本バレーボー
ル小学生宮崎大会において、準優勝の栄冠を勝ち取るこ
とができ来る 8月19日から鹿児島県で開催される、九州
大会に宮崎代表として出場します。つきましては、大会
出場にむけての物品販売協力のお願いにあがらせていた
だきました。本日は貴重なお時間を頂きましてありがと
う御座いました。

委員会報告
　佐藤会員の代理で今年度 1年間のプログラムを作成いたしました
ので、皆様のお手元にお配り致しました。ご確認の程よろしくお願
い致します。

プログラム委員　藤堂　孝一君

2011～2012 年度プログラム予定表 
月 日 例会 プログラム 担当委員会 担当者 クラブ会合その他行事 

6 1170 新任挨拶 会長・幹事 理事会 セレモニー 
13 1171 感謝状贈呈式 会長・幹事 感謝状準備 贈呈式 
20 1172 クラブ協議会（各委員会活動計画 各委員会 クラブ協議会① 

7 月 
 

27 1173 クラブ協議会(各委員会活動計画 各委員会 クラブ協議会② 
3 1174 会員卓話① 太田 忍 理事会・セレモニー 

10 1175 フォーラム会員会員増強 会員増強委員会 フォーラム① 
17  特別休会   
24 1176 ガバナー補佐訪問 会長・幹事・各委員長 クラブ協議会③ 

8 月 
会員

増強

拡大 
  31 1177 会員卓話② 林 厚雄 夜間例会 

7 1178 ガバナー公式訪問 夜間 会長・幹事・各委員会 クラブフォーラム② 
14 1179 会員卓話③ 福井輝文 理事会・セレモニー 
21 1180 会員卓話④ 岩切正司  

９月 
新世

代月

間 28 1181 会員卓話⑤ 日高邦孝 夜間例会 
5 1182 職場訪問 奉仕プロジェクト委員会 理事会・セレモニー 

12 1183 会員卓話⑥ 加藤由起子  
19 1184 フォーラム 職業奉仕について 奉仕プロジェクト委員会 フォーラム③ 

10 月 
職業

奉仕 
26 1185 会員卓話⑦ 村岡 博 夜間例会 
2 1186 会員卓話⑧ 村上 實 理事会・セレモニー 
9 1187 会員卓話⑨ 正岡文郁  

16 1188 ゲスト卓話①   
23  特別休会   

11 月 
財団

月間 
 
 30 1189 会員卓話⑩ 郡司武俊 夜間例会 

7 1190 会員卓話⑪ 藤堂孝一 理事会・セレモニー 
14 1191 年次総会 クラブ管理運営委員会 クラブ協議会④ 
21 1192 年末懇親会 クラブ奉仕 親睦委員会 夜間例会 

１２

月 
家族

月間 28  特別休会 年末特別休会   
4  特別休会   
11 1193 新年家族懇親会 クラブ親睦委員会 理事会・セレモニー 
18 1194 フォーラム ロータリーの理解 クラブ広報委員会 フォーラム④ 

1 月 
理解

推進

月間 25 1195 会員卓話⑫ 原田宗忠  
1 1196 ゲスト卓話② クラブ管理運営委員会 理事会・誕生結婚記念 
8 1197 会員卓話⑬ 中武幹雄  

15 1198 職場訪問 奉仕プロジェクト委員会  
22 1199 会員卓話⑭ 佐藤高元  

2 月 
世界

理解

月間 
 29 1200 会員卓話⑮ 宮原建樹 夜間例会 

7 1201 自由討論 クラブ管理運営委員会 理事会・セレモニー 
14 1202 会員卓話⑯ 松田真幸  
21 1203 会員卓話⑰ 松浦広幸  

３月 
識字 
向上 
月間 28 1204 会員卓話⑱ 山本兼裕 夜間例会 

4 1205 観桜会 クラブ親睦委員会 理事会・セレモニー 
11 1206 会員卓話⑲ 田邉揮一郎  
18 1207 早朝例会 クラブ管理運営委員会  

4 月 
雑誌

月間 
25 1208 会員卓話⑳ 吉田康一郎 夜間例会 
2 1209 会員卓話 21 大久保貞子 理事会・セレモニー 
9 1210 ゲスト卓話③   

16 1211 会員卓話 22 新会員  
23 1212 地区協議会報告 会長エレクト  

5 月 
 
 
 

30 1213 次年度方針 会長エレクト  
6 1214 次年度計画 各委員会 理事会・セレモニー 

13 1215 会員卓話 23 新会員  
20 1216 会長幹事退任挨拶 会長・幹事  

６月 
親睦 
活動 
月間 27 1217 年度末懇親会 クラブ親睦委員会 夜間例会 

 

出席率　　　７９．１％
無断欠席数 (前回 )１名
メークアップ　　　０名
修正出席率　８３．３％

１００％出席者　表彰式

藤堂　孝一直前会長 村上　實直前幹事 郡司　武俊直前会計

藤堂　孝一君
村上　實君
郡司　武俊君
岩切　正司君

☆１００％出席という
　地道な努力に敬意を
　　　　　　表します☆

SAAより次週の例会案内
＜ ＳＡＡ　栁田　光寛君 ＞

　次週 7月20日（水）の例会は　クラブ協議会となって
おります、各委員会での方針・目標等を発表していただ
きます。各委員会の皆さん最終打ち合わせをお願い致し
ます。

３分間スピーチ 岩切　正司君
「盆について」
　お盆は旧暦の 7月15日を中心に行われる先祖供養の儀式
で、先祖の霊があの世から現世に戻ってきて、再びあの世
に帰っていくという日本古来の信仰と仏教が結びついてで
きた行事です。多くの地方で 8月13日の「迎え盆」から16
日の「送り盆」までの 4日間をお盆としていますが、地方
によっては 7月一杯をお盆とする地域や旧暦通り 7月15日
を中心に行う地域などがあります。
　祖先を供養する心
　日本では、仏教伝来以前から「御霊（魂）祭り」など、
祖先の霊を迎える儀式が存在しました。推古天皇（606 年）
の時代、僧と尼を招き食事や様々な仏事を行う "斎会〔さ
いえ〕"が設けられ、この様式が現在の「お盆」の原型に
なったと考えられています。
　　　～　以下割愛させていただきます。～

例会中は携帯電話の電源を切るか
マナーモードにして下さい・・・MEMO
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