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第1172回の記録　  平成 23 年 7月 20 日

　皆さんこんにちは、本日は7月20日（水）第1172回目の例会で
す。先ず本日のビジター高鍋 RCの橋口清和さんをご紹介いたし
ます。
　初回のこの時間に、本年度佐土原ＲＣクラブ運営基本方針の
話をしました。２回目にロータリーの基本であります。社会貢
献に関しまして話しました。今回は、7/16（土）鹿児島にて開
催されました新世代委員会研修セミナーのことに触れてみたい
と思います。
　その前に、ワールドカップ女子サッカーの快挙は、実に感動
しました。私は実は、延長戦2-1担った時点で負けを確信しました。
ところがニュースで初優勝の声を聞いたときはビックリでした。
最後まであきらめるなネバー　ギブアップとはまさしくこれだ
と思いました。

国際ロータリー第2730地区　新世代委員会（鹿児島市）に出席
して
　始めに、開会挨拶で　大茂　健二郎（枕崎ＲＣ）ＲＩ新世代委
員長挨拶からロータリークラブが誕生して100年を越えた今日、
クラブ活動の指針であった、四大奉仕部門に新世代奉仕が加え
られ五大奉仕部門になりましたことは、青少年に対する重要性
を歴代Ｒ．I 会長を始め全世界のロータリアンが認めている証
であると思います。
　ＲＩ会長のカルヤン・バネルジー氏は第二の強調事項の中で
 「新世代の為の活動や新世代との協力、そして平和への努力と
云った活動をこれからも続けて行かなければならない」と力説
しておられます。
　2730地区では時代に先駆け新世代委員会４つの部門全てが活
発に活動されてきました。
○第1にローターアクトは、常に200名を越えるアクターが各地
　区で年間の行事予定を立て色々な研修会を通じて交流会を実
　施しております。
○第2 にインターアクトも年齢が12歳からに引き下げられ中学
　生から加入が可能になったことを最大限に活用してインター
　生の充実を更に深めて行きます。
○第3 の青少年指導者養成研修会（ＲＹＬＡ）に於きましては、
　毎年5会場で研修生300名に迫る規模で各ホストクラブ自身が
　すばらしいプログラムを企画し実施されており全国的にも例
　を見ない取り組みが続けられていると自負しています。
○最後に、青少年交換では東日本大震災の発生で東北地区に予
　定されていた交換生を急遽、我が地区で2名受け入れ決定。

長嶺　基ガバナー挨拶から
　年齢が30歳までの若い人の育成を支援する新世代のための活
動は、 ＲＩ理事会でインターアクトが12歳からになったことか
ら見て、もっと早い時期での健康、人間の価値、教育、自己開
発を支援することだといえます。
　今年度新世代委員会が打ち出している十要点として、ロータ
リー指導者養成プログラムは意を同じくするところで、インタ
ーアクト・ローターアクト・ＲＹＬＡ・青少年交換のそれぞれの
活動の中で友情のネットワークの構築を図りつつ、地元社会で
の奉仕活動を通して多くを学んでほしいと思います。将来の担
い手である若者への投資であると思っています。今年度、新世
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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」
8月3日（水） ・・・「1174回」 会員卓話①「太田　忍君」
　　　　　　　　　　理事会　8月のセレモニー
8月10日(水） ・・・「1175回」　フォーラム会員増強
　　　　　　　　　　「会員増強委員会担当」
8月17日（水）・・・「特別休会」
8月24日（水）・・・「1176回」
　　　　　　　　　　ガバナー補佐訪問　「クラブ協議会③」
8月31日（水）・・・「1177回」
　　　　　　　　　　※夜間例会　会員卓話②「林　厚雄君」

代委員会４部門の運営方針の目標達成に2730地区のロータリア
ンの関心と協力をお願いします。

ＲＩ青少年奉仕支援グループ（アジア担当）
講演：世界と日本の新世代奉仕
講師：東京恵比寿ＲＣ　エリアコーディネーター　海沼美智子氏

　公演の中で出てきた語句で「エンター」という意味を調べて
みました。
　メンターとは「助言者、師匠、教育者、後見人」という意味
で、仕事やキャリアの “お手本”となり、あなたの味方になっ
てくれる人です。経験豊富なメンターに、継続的な支援を受け
ることを 「メンタリング」といいます。キャリアという長い旅
路で、優れたメンターとの出会いは、かけがえのない財産にな
ります。

五大奉仕 (The Five Avenues of Service)
ロータリーの五大奉仕部門は全ＲＣの活動の指針となる。 
1.奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、クラブの機能を充実さ
　せるために、クラブ内で会員が取るべき行動に関わるもので
　ある。 
2.奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業および専門職務の道
　徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべきであ
　るという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で、奉仕の理
　想を生かしていく。会員の役割には、ロータリーの理念に従
　って自分自身を律し、事業を行うことが含まれる。 
3.奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブの所在地域または
　行政区域内に居住する人々の生活の質を高めるために、時に
　は他と協力しながら、会員が行うさまざまな取り組みから成
　るものである。 
4.奉仕の第四部門である国際奉仕とは、書物などを読むことや
　通信を通じて、さらには、他国の人々を助けることを目的と
　したクラブのあらゆる活動やプロジェクトに協力することを
　通じて、他国の人々とその文化や習慣、功績、願い、問題に
　対する認識を培うことによって、國際理解、親善、平和を推
　進するために、会員が行う活動のことである。 
5.奉仕の第五部門である新世代奉仕は、指導力養成活動、社会
　奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへの参加、世
　界平和と異文化の理解を深め育む交換プログラムを通じて、
　青少年ならびに若者によって、好ましい変化がもたらされる
　ことを認識するものである

高鍋RCの橋口清和さん荒武　義博  会長



　　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8月3日（水）メニュー【から揚げ定食】
☆荒武会長～自営業繁忙期の中鹿児島にての地区
　新世代委員会研修セミナーへの御参加ご苦労様
　でございます。
☆佐藤　高元会員の全快復帰が１日でも早まります
　ことを心よりお待ちしております。
☆８月のセレモニーは１名です。記念品提供を
　よろしくお願い致します。
☆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 ＞

※地区クラブ奉仕委員長会議のご案内
　１．日　時　平成 23 年 8 月 20 日（土）　午後 1時より
　２．場　所　メインホテル　4階　きりしまの間
　　　　　 　（都城市上町 8-9　　℡　0986-23-3131）
　３．協議内容
　①クラブ奉仕小委員会の方針確認
　　出席委員会、フェローシップ委員会（親睦） 、広報・雑
　　誌委員会、ロータリー情報・情報委員会、会員増強委員
　　会、プログラム委員会
　②例会について
　③次回会議の案内
　④その他
　４．登録料　1,000 円

※９月１８日（日 ) １３：３０～１５：３０～都城ロイヤル
　ホテル　：地区社会奉仕委員会セミナー開催
　「事前アンケート協力の依頼」
　１．今年度の事業計画。
　２．貴クラブの自慢の事業をなるべく具体的に。(過去も含む )
　３．今後クラブとして検討したい事業はありますか。
　４．セミナーで宮崎県赤十字血液センター様より血液事業
　　　の現状について講演を予定しています。献血事業を実
　　　施されているクラブもあると思いますが、今後、貴ク
　　　ラブの協力はできないでしょうか。(鹿児島県は鹿児
　　　島赤十字血液センターへ )
　５．ロータリークラブの社会奉仕について、どのような方
　　　向が良いと思われますか。その他の意見でもよいです。

※８月ロータリーレート案内　１ドル＝８０円

※地区米山委員長～
　クラブ１人あたり \１０．０００の寄付協力のお願い

出席報告 ＜ 出席委員長　吉田　康一郎 君 ＞
会員２５名 　（免除１名）
欠席者数　　　　　７名
有届け者～　佐藤君・宮原君
　　松田君・松浦君・福井君
　　大久保君・太田君
出席者数　　　　１９名

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％

SAAより次週の例会案内
＜ ＳＡＡ　栁田　光寛君 ＞

　次週 7月 27 日（水）の例会は　クラブ協議会②となって
おります、各委員会での方針・目標等の最終の発表をしてい
ただきますので、よろしくお願い致します。

クラブ協議会①

◎基本方針
１．インターネット通信及びホームページによって会報など
　の情報提供おこなう。
　①全会員が進んでアクセスして頂けるような魅力あるホー
　　ムページの内容にする。
　②インターネットで他クラブとの交流を推進する。
２．地域にロータリーを知ってもらう為に祭りイベントに積
　極的に参加する。  （ロータリーの活動及び広報活動を紹介
　するブースを設け、歴史などを展示する。）
◎活動計画
１．インターネット通信で会報を送信します。
２．クラブの連絡事項・スケジュールの変更・今後の行事予
　定などをホームページに掲載する。
３．佐土原町の祭りイベントなど年間行事として行われる催
　しには積極的に参加する。
　例　佐土原産業祭り・宝塔山桜祭り・鶴松館花菖蒲祭り
　　　佐土原夏祭り
４．図書館・佐土原高校等へロータリーの情報誌を提供する。
５．ロータリーの友から地区の便りなどを会員に紹介する。
６．新会員にロータリーの勉強会を実施する。
７．マスコミを積極的に活用。
予算　   トータル　　　           385000 円
　佐土原物産祭り参加費　           30000 円
　ホームページ更新　　          　250000 円
　ＨＰリニューアル　　　          105000 円

●クラブ管理運営委員会
　村上　實委員長

●奉仕プロジェクト委員会
　岩切　正司委員長

●会員増強委員会
　吉田　康一郎委員

●ロータリー財団
　郡司　武俊委員長

●クラブ広報委員会
　藤堂　孝一 委員長

ハッピーＢＯＸ披露
（ニコニコＢＯＸ）
※中武　ちづ子さん～植木ありがとうございました。大変で
　しょうがお気遣いなく、クラブ頑張ってください。

８月　３日　会員卓話①、
　８月のセレモニー、理事・役員会
８月１０日　フォーラム・会員増強委員会
８月１７日　特別休会
８月２４日　ガバナー補佐訪問
　　　　　　クラブ協議会③
８月３１日　夜間例会　（会場変更）
　　　　　　会員卓話②

８月例会案内
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