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国際ロータリー会長 Ｋ.Ｒ.“ラビ”ラビンドラン 氏 

国際ロータリーテーマ 

Be a Gift to the World 

世界へのプレゼントになろう 

■会長  山下 正司    ■幹事  上河内 裕司 
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例 会 毎週木曜日 12：30  ホテルグランヴィア広島 

２０１５年８月２7 日発行 Vol．１４４4

 

 
【東 良輝ガバナー公式訪問】 

黙祷 

ロータリーソング 「われらの生業」 

来客紹介 親睦委員会 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『公式訪問に際して』  山本 忠男 会員 

 

当ｸﾗﾌﾞ会員の瀬川正義会員が、病気療養中のところ８月１５日午後８

時４９分にご逝去されました。９１才でした。 

【ロータリー歴】 

１９６９年１１月２０日 入会 

１９７６-７７年度  幹事 

１９８４-８５年度  会長 

２００１-２００２年度  Ｇ４ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

などを歴任。 

また、全国ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ野球大会のｺﾐｯｼ

ｮﾅｰを長く努められました。 

謹んでご冥福をお祈りいたします。 

 

本日はｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の日です。東ｶﾞﾊﾞﾅｰ、網本副代表幹事、小

川ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、瀬川補佐幹事にお越しいただいておりますが、後

ほど東ｶﾞﾊﾞﾅｰには卓話の時間及び例会直後のﾌｫｰﾗﾑにて色々と

ご指導頂けると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

まず、先ほど黙祷を行いましたが、かねてより病気療養中でありまし

た当ｸﾗﾌﾞのﾊﾟｽﾄ会長の瀬川さんが８月１５日に９１歳の生涯を終えら

れました。野球をこよなく愛し全国ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ野球大会のｺﾐｼｮﾅｰを

長く務められ、野球を通して広島は基より全国のﾛｰﾀﾘｱﾝの親睦の

輪を広げられました功績は非常に大きく、広島北ＲＣの礎を築いて

頂いたと言っても決して過言では無いと思います。謹んで哀悼の意

を表しご報告申し上げます。 

さて、先般８月８日にﾗﾋﾞﾝﾄﾞﾗﾝＲＩ会長よりﾒｰﾙを頂いておりました。こ

れを見ますと、ｱﾌﾘｶにおける野生型ﾎﾟﾘｵｳｨﾙｽによる最後の発症か

ら丸１年が経過し「ﾎﾟﾘｵのないｱﾌﾘｶ」に向けた非常に大きな成果を

みることが出来たと言う報告です。 

しかし残る野生型ﾎﾟﾘｵの常在国ﾊﾟｷｽﾀﾝとｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝからの撲滅を目

指しさらなる努力が必要で、世界中からﾎﾟﾘｵを撲滅させて真の意味

において「世界へのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄになろう」ではありませんか。と言う内容

でした。 

丁度、広島北ＲＣでもこの活動に協力すべくＥＮＤ ＰＯＬＩＯ ＮＯＷ 

のＴｼｬﾂを着て、 ８月１２日(水)にﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑにおいて「打ち水大

作戦」と「夏の家族会でｶｰﾌﾟ野球観戦」を社会奉仕・青少年奉仕・会

報委員会・勿論親睦委員会と協力頂き素晴らしいﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを計画

しておりました。（当日はあいにくの雨で「打ち水大作戦」が中止に

なりましたが、家族会ではｶｰﾌﾟの声援を精一杯して大いに盛り上が

りました。このＥＮＤ ＰＯＬＩＯ ＮＯＷ Ｔｼｬﾂは財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会

の骨折りで作ったものですが収益をﾎﾟﾘｵ撲滅の寄付にする予定で

す。１１月の「ひろしま国際平和ﾏﾗｿﾝ」にもこのＴｼｬﾂを着て多くの会

員と参加し、広報活動とする予定ですのでまだ申し込みをされてい

ない方にも是非ご協力の程よろしくお願いいたします。 

１２日の事業には総勢１５０名近くの参加を頂き 今年の合言葉「楽し

んで実践しよう」が、各委員会の皆さんの協力で実現できました。本

当にありがとうございました。お疲れさまでした。 

少し話題が変わりますが、新年度の新しいﾛｰﾀﾘｰ手帳が出来上がり

ましたので本日皆さんにお配りいたしましたが、例年と少し内容が

変更になっているところがございます。 

一つは１ﾍﾟｰｼﾞ目に新しく「ﾛｰﾀﾘｱﾝの行動規範」を記載しました。こ

れは、「ﾛｰﾀﾘｱﾝの職業宣言」が改変され、「ﾛｰﾀﾘｰの行動規範」とな

って、また、「ﾛｰﾀﾘｱﾝの行動規範」と改名され、現在の内容となりま

した。後程、東ｶﾞﾊﾞﾅｰからもお話があると思います。二つ目は、８月

の特別強調月間のﾃｰﾏが「会員増強・拡大月間」から 「会員増強・

新クラブ結成推進月間」と変更になりました。 

ありがとうございました。 

 

 

７年 水野会員 

７年 上田会員 

（２１年 山下江会員）  

おめでとうございます！ 

■本日の例会      ２０１５年８月２７日（木）   第２２３７回 

黙祷 

ロータリーソング 「われら広島北ロータリー」 

来客紹介 親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『月間にちなんで』 

 職業分類会員増強委員会 

前回の例会     ２０１５年８月２０日（木）  第２２３６回 

訃報 

会長時間              会 長    山下 正司 
連続出席表彰 



 

 
 2 

 

《お知らせ》 

＊飛鳥の間において例会終了後にﾌｫｰﾗﾑを開催します。 

《ＢＯＸ配布物》 

＊会員名簿手帳版 

＊９月例会予定表 

＊公式訪問冊子 

＊ｵｰﾌﾟﾝ例会開催案内 

 

職業分類会員増強委員会  粟屋委員長 

９月１０日(木)の例会は『ｵｰﾌﾟﾝ例会(ゲスト見学例会)』とします。 

青少年奉仕委員会  合田委員長 

８月５－６日に実施された｢小さな祈りの影絵展｣には多くの方に

現地まで来て頂きました。ありがとうございました。 

社会奉仕委員会  濱本委員長 

８月１２日（水）にﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑ正面広場において開催予定でした

「打ち水大作戦２０１５ひろしま」は雨のため中止となりました。 

親睦委員会  越智委員長 

８月１２日(水)ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑ開催しました「夏の家族会」には多くの

方にご参加頂きました。ありがとうございました。 

また９月７日(月)には「新会員歓迎懇親会」を開催しますので、こ

ちらにも多数の出席をお願いいたします。 

会報ＩＴ委員会  下川委員長 

ﾛｰﾀﾘｰの友誌８月号 

 

≪ご来賓出宝≫ 

東良輝ガバナーより★ 

≪自主出宝≫ 

山下(正)会員･東会員・上河内会員･坪内会員・合田会員・藤田

会員･吉永会員 東ｶﾞﾊﾞﾅｰ様、網本随行幹事様、小川ｶﾞﾊﾞﾅｰ補

佐様、瀬川ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐幹事様、当ｸﾗﾌﾞへの公式訪問を賜りあり

がとうございます。本日の卓話、ﾌｫｰﾗﾑよろしくお願いします。 

髙原会員◇ ｶﾞﾊﾞﾅｰ歴訪を楽しみにしておりました。 

坪内会員･合田会員・畑会員 ８月６日夕方「小さな祈りの影絵展」

支援事業の一環で影絵展を有志ﾒﾝﾊﾞｰで視察し、激励して参り

ました。当日に参加頂きました会員の皆様、御協力ありがとうござ

いました。 

坪内会員 「打ち水大作戦」雨の為、中止となり残念でしたが、ご

協力頂いた皆様ありがとうございました。又、家族会の抽選会で

は「背番号１５」黒田のﾕﾆﾌｫｰﾑをｹﾞｯﾄ！ありがとうございました。 

濱本会員 先週８月１２日社会奉仕委員会、青少年奉仕委員会

で企画していた「打ち水大作戦」がまさかの天候不良により中止

の事態へ。委員長として初めての事業でしたが非常に残念に思

っております。わたくし濱本は晴れ男のはずなのに。。。 

われこそはと思う雨男の皆様、ﾆｺﾆｺへの出宝をお願いします。 

小林会員 山本忠男会員、先日の貴重な卓話ありがとうございま

した。感動致しました。 

親睦委員会一同(越智会員･上田会員･久永会員･樽本会員･岡

田会員･森会員･浦会員･秋山会員･本田(裕)会員･黒田会員･藤

原会員･宮本会員･岡田(昌)会員･樹野会員) ８月１２日ﾏﾂﾀﾞｽﾀ

ｼﾞｱﾑにおいて「夏の家族会」を開催致しました。雨の中たくさん

の会員に参加して頂き、ありがとうございました。試合は残念なが

ら負けましたが、抽選会など盛り上がり楽しい家族会だったと思

います。 

髙原会員◇ 家族会では楽しい思い出として残っています。 

秋山会員 ８/１２の家族会(ｶｰﾌﾟ観戦)、越智委員長をはじめ、親

睦委員会の皆様、大変お疲れ様でした。家族も大変喜んでおり

ました。ありがとうございました。 

土井会員 鈴木会員の御子息の修道学園の登山部が全国優勝

されました。おめでとうございます。 

鈴木会員 土井会員に出して頂いたﾆｺﾆｺですが、息子は出場

選手ではありませんでした。しかし、本人も大変喜んでいました。 

久保(豊)会員 ８月２７日の午後３時から、広島弁護士会新会館

の落成ｲﾍﾞﾝﾄとして、「ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰで何がどう変わる？」というﾃｰﾏ

でﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを行います。私がｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを務めますの

で、是非ご都合のつく方はご参加下さい。入場無料で皆様へは

私から既に案内文書を FAX させて頂いています。 

 

当日計 49,000 円（内、ｗｅｂ 12,000 円） 累計 228,000 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◆=3,000 円 ◇=2,000 円 

 

『公式訪問に際して』 
 

国際ロータリー第２７１０地区 

ガバナー  東 良輝 氏 
 

２０１５-１６年度の第２７１０地区ガ

バナーを仰せつかりました東(あ

ずま)でございます。所属は宇部

西ＲＣです。今年度微力ながら、

皆様とともにﾛｰﾀﾘｰ活動の普及

に全力を捧げて参りたいと思いま

すので、ご支援、ご協力の程よろ

しくお願い申し上げます。 

また、本日は公式訪問に際しまして温かい歓迎を賜り、感激をし

ているところでございます。これこそが、ﾛｰﾀﾘｰが創立時から大

切にしてきた友愛の証であると思い、深く感謝申し上げます。 

さて、今年度のＲＩ組織でございますが、既に、「ﾛｰﾀﾘｰの友」７月

号に掲載され、皆様よくご存じのことと思いますが、ここで改めて

紹介します。今年度のＲＩ会長は K.R.ラビンドラン氏（ｺﾛﾝﾎﾞＲＣ、

ｽﾘﾗﾝｶ）です。彼の下に、ジョン F.ジャーム会長エレクト（ﾁｬﾀﾇｰ

ｶﾞＲＣ、ｱﾒﾘｶ･ﾃﾈｼｰ州）、グレッグ E.ポッド副会長（ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ

RC、ｱﾒﾘｶ･ｺﾛﾗﾄﾞ州）、以下１７人の理事で構成されており、日本

からは杉谷卓紀氏（玉名ＲＣ、熊本）が昨年度に引き続き選任さ

れております。また、事務総長は昨年度に引き続きジョン・ヒュー

コ氏（キエフＲＣ、ウクライナ）が就かれておられます。 

ﾛｰﾀﾘｰの組織につきましては、ＲＩの下に直接各ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが所

属しており、ｶﾞﾊﾞﾅｰはＲＩの役員として所属し、地区では会員の

研修が主な役割となっております。また、ｶﾞﾊﾞﾅｰはＲＩからの通達

を各ｸﾗﾌﾞに伝えると同時に、各ｸﾗﾌﾞからの意見をＲＩに伝えるﾒｯ

ｾﾝｼﾞｬｰの役割も担っております。 

そこで、本日の公式訪問では、今年１月にｱﾒﾘｶ・ｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞで開

催されました国際協議会で提示されたＲＩﾃｰﾏおよびラビンドラン

ＲＩ会長のメッセージをお伝えし、その「ﾃｰﾏ」に沿って、私が立て

ました地区運営方針についてご説明したいと思います。 

 

この度、ラビンドランＲＩ会長が示されたﾃｰﾏは「Be a gift to the 

world」「世界への贈り物になろう」です。その意図するところにつ

いて、ラビンドランＲＩ会長は講演の中で「生まれると同時に、私た

ちはいろいろなものを授かります。最初に授かるものは命です。

そして、愛、思いやり、家族を授かり、教育、健康を授かり、学び

を通じて才能と能力を授かります。人生において、親、友人、伴

侶、子ども、生計手段、物質的な豊かさなどは、どれも私たちに

授けられたﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄです。（中略）皆さんはこう思いでしょうか。こ

の様な有り難いﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄに、一体いくつ恵まれてきただろうか、と。

幹事報告              幹 事  上河内裕司 

委員会報告 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

卓話時間 
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私は自分に、そして皆さんに、次のように問います。どうしたらそ

の恩返しができるでしょうか？」と語られています。 

また、私たちが今やるべき最重要課題は「ﾎﾟﾘｵの撲滅」であると

強調されました。その理由として「２５年以上前に私たちがﾎﾟﾘｵ撲

滅の誓いを立てたとき、１２５か国にポリオが常在し、毎日１,０００

人以上の子どもがﾎﾟﾘｵによる麻痺障害を患っていました。現在、

ﾎﾟﾘｵ常在国は３か国、昨年の統計ではﾎﾟﾘｵ症例数はわずか３３

３名となりました。そのほとんどがﾊﾟｷｽﾀﾝ一国からの報告です。 

この国で私たちが闘う相手はﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽだけではありません。無

知、残忍さ、抑圧の力です。私たちの課題はﾜｸﾁﾝを子供たちの

口に届けるだけでなく、殺戮者たちから予防接種従事者を守るこ

とにあります。（中略）私たちは闘い続け、必ず勝利します。なぜ

なら私たちは、ﾎﾟﾘｵのない未来をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄすると世界の子どもた

ちに約束したからです。私たちは必ずこのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを子供たちに

贈ります」と強い口調で強調されました。 

さらにﾛｰﾀﾘｰの現状についても厳しく指摘されており、「ﾛｰﾀﾘｰ

は膨大な可能性を秘めています。しかし、多くのｸﾗﾌﾞや地区の

現状に目を向けるとﾛｰﾀﾘｰのあるべき姿が映し出されていませ

ん。当組織を形作った基本に立ち返る方法を見つける必要があ

ります。それは人生のあらゆる場で倫理基準、そして、各ｸﾗﾌﾞﾆ

会員の多様性をもたらす職業分類です」と職業倫理の確立と職

業分類の重要性を強調され、さらに「今日ﾛｰﾀﾘｰを一世紀前と

同じように語りながら、それと同時にﾛｰﾀﾘｰの成長を期待すること

はできません。私たちは、今、新しい現実に生きています。ﾌﾟﾗﾝ

ﾃﾞｨﾝｸﾞの新たな取り組みは、確かに必要なことです。世界の多く

の地域で薄れつつあるﾛｰﾀﾘｰのｲﾒｰジをあらためて明確に打ち

出す必要があります」とﾛｰﾀﾘｰの改革と公共ｲﾒｰｼﾞの向上につい

ても述べられました。 

ﾛｰﾀﾘｰ財団に対しても「ﾛｰﾀﾘｰ財団への寄付をもっと奨励し、も

っと多くの善いことを行いたいと考える一方で、しつこくお願いを

したり、あまりの高額な寄付をお願いすれば会員は離れてしまい

ます」とその在り方にも言及され、贈り物についても、高価なもの

でなく、思いやりのある、心のこもった贈り物の方が貴重であると

も強調されています。 

以上より、ラビンドランＲＩ会長の演説の意味するところは ①ﾎﾟﾘｵ

撲滅 ②ﾛｰﾀﾘｰ誕生時の基本に立ち返る（特に職業倫理、職業

分類）さらに、③ﾛｰﾀﾘｰが更なる発展を遂げるためには現状に合

った変革も必要 ④財団への協力 ⑤公共ｲﾒｰｼﾞ向上等である

と思われます。 

私はこれらのＲＩ会長の強調事項を踏まえて、２０１５-１６年度の

第２７１０地区の運営に際しまして、その基本方針として「ﾛｰﾀﾘｰ

の基本に戻ろう」とし、ｶﾞﾊﾞﾅｰ信条を「ﾛｰﾀﾘｰの原点に立ち戻り、

輝かしい未来の礎を築こう」と致しました。 

ﾛｰﾀﾘｰの原点とはどのようなものでしょうか。私が察するところで

は、ﾛｰﾀﾘｰ創立の精神、即ちﾛｰﾀﾘｰの心ともいえるもので ①友

情（友愛）と親睦 ②寛容の精神と奉仕 ③職業奉仕と職業分類 

と思っています。このﾛｰﾀﾘｰの心を肝に命じながら、地区運営に

邁進したいと思います。よろしくお願いします。 

 

○２０１５-１６年度 地区運営の重点項目 

① 会員基盤の充実(例会の充実、出席率の向上、退会防止、

会員増強 特に女性、若い人への勧誘） 

② 充実した奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（ｸﾗﾌﾞ、職業、社会、国際、青少年

奉仕等） 

③ 公共ｲﾒｰｼﾞと認知度の向上 

④ 財団への寄付と地区補助金の積極的な活用（ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ

基金、年次基金、恒久基金への寄付、地区補助金、ｸﾞﾛｰ

ﾊﾞﾙ補助金の活用等） 

⑤ 米山奨学会事業への理解と支援（米山奨学会への寄付、

奨学生の受け入れ等） 

⑥ 地区とｸﾗﾌﾞ、ｸﾗﾌﾞ間の円滑な情報伝達（ＭＹ ＲＯＴＡＲＹ

への登録、Ｗｅｂの活用等） 

⑦ ﾘｰﾀﾞｰの育成（ＲＬＩへの参加等） 

 

○今年度 地区・ｸﾗﾌﾞにおいて達成して頂きたい数値目標 

① 会員増強 純増１人以上/ｸﾗﾌﾞ 

② ﾛｰﾀﾘｰ財団への支援 

ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ基金 ３５ドル/一人、年次基金１５０ドル/1 人 

恒久基金 ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ１名以上、または１,０００ドル以上/

１クラブ 

ﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞへの理解と支援 

③ 米山奨学会への支援１６,０００円/1 人 

これはあくまでも目標です。各ｸﾗﾌﾞはｸﾗﾌﾞの事情に合わせて目

標を設置していただけば幸甚です。 

 

○ロータリーの戦略計画 

・価値観を行動に 

私たちは親睦を通じて生涯にわたる友情をはぐくみ、国や文

化を超えた理解を促します。 

私たちは高潔性をもって約束を守り抜き倫理を守ります。 

多様性を誇るロータリーはさまざまな考え方をつなぎ、多角的

なアプローチで問題に取り組みます。 

私たちは奉仕を通じて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（中核的価値観 ①親睦 

②高潔性 ③多様性 ④奉仕 ⑤リーダーシップ） 

・戦略的目標 

①クラブのサポート強化 ②人道的奉仕の重点化と増加 

③公共イメージと認知度の向上  

 

○各クラブの戦略計画 

①各クラブに戦略計画委員会を立ち上げる  

②戦略計画の立案を立てる  

③将来への数値目標を立てる  

④将来にわたり持続可能なプロジェクトを立案する 

 

○各クラブの戦略計画 

①各クラブに戦略計画委員会を立ち上げる  

②戦略計画の立案を立てる  

③将来への数値目標を立てる  

④将来にわたり持続可能なプロジェクトを立案する  

 

○２０１５-１６年度ﾛｰﾀﾘｰ財団の優先項目と具体的目標 

優先項目１：永久にﾎﾟﾘｵを撲滅する  

優先項目２：ﾛｰﾀﾘｰ財団に対するﾛｰﾀﾘｱﾝの知識、参加、寄 

付を向上させる  

優先項目３：財団の補助金と６つの重点分野を通じて、 

ﾛｰﾀﾘｰの人道的奉仕の質と影響を高める  

優先項目４：ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽにおける成果と「世界で良いこと」をして

きた１００年の歴史に特に注目し、財団によるこれ

までの実績に対するｲﾒｰｼﾞと認識を高める 

 

○ＲＩ会長賞への挑戦 

①必須項目 

・少なくとも１５のｸﾗﾌﾞ目標をﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞｾﾝﾄﾗﾙに入力する。 

・７月の半期人頭分担金を、期限までに支払う 

②会員の増強と維持（４項目から３項目達成） 

③財団への寄付（４項目から２項目達成） 

④ｵﾝﾗｲﾝﾂｰﾙの利用（４項目から２項目達成） 

⑤人道的奉仕（７項目から３項目達成） 

⑥新世代（４項目から２項目達成） 
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⑦公共ｲﾒｰｼﾞ（２項目から１項目達成） 

 

○そのほかの地区、ｸﾗﾌﾞに課せられている当面の課題 

①東日本大災害への支援活動 

②ﾛｰﾀﾘｰ平和ｾﾝﾀｰへの支援 

 ・ﾛｰﾀﾘｰ平和ｾﾝﾀｰへの寄付 

 ・ﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰの育成（第２７１０地区での人材探し） 

 

○地区大会への参加のお願い 

 

ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとは、ﾛｰﾀﾘｰの奉仕哲学を実践する代表的な職業

人の集まりです。 

良質な職業人で構成されており、１業種１会員を原則としており

ます。ﾛｰﾀﾘｰの奉仕哲学とはそれぞれの職業を通じて、奉仕の

理想の追求と実践を目的とするものです。そのために各ﾛｰﾀﾘｱﾝ

はそれぞれで職業倫理の確立に努力しなければなりません。（ﾛ

ｰﾀﾘｰの目的、ﾛｰﾀﾘｱﾝの行動規範） 

第７代 RI 会長のレスリー・ビジョン氏はﾛｰﾀﾘｰの第 1 の目標は各

個人をその日々の仕事にﾛｰﾀﾘｰの哲学を関連させることにある。

そのため、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞはその会員をしてそれぞれの日々の仕事

に奉仕の理念を体得するよう教育しなければならないと同時に

他方においては組織としての各ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの力を強めるために

それと違う異質の奉仕が必要だということを見逃してはならないと

説かれ、キップリングの「ｼﾞｬﾝｸﾞﾙの法則」の中の「群れの力は狼

の力である。そして、狼の力は群れの力である」を引用されて、ﾛ

ｰﾀﾘｱﾝならびに各ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの力の結集を強調されています。 

私は今年度、各ﾛｰﾀﾘｱﾝがそれぞれの職業を通じて、奉仕の理念

を追求、実践されるともに各ｸﾗﾌﾞはそれぞれのﾛｰﾀﾘｱﾝの力を結集

させ、また、新たに素晴らしい大型のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに挑戦され、第２７１

０地区のすべてのﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞがより力強く発展されることを願って

おります。これを現実のものにするには、まずは会員増強と出席率

の向上です。ご健闘をお祈りいたします。 

 

例会前に、東ｶﾞﾊﾞﾅｰ･網随行幹事･小川ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐と瀬川ｶﾞﾊﾞ

ﾅｰ補佐幹事にご出席頂き、懇談会が行われました。 

 

 

例会終了後には５１名の会員が参加し、ﾌｫｰﾗﾑが開催されまし

た。５つのﾃｰﾌﾞﾙに分かれ、活発な討議が行われました。 

テーマは下記の３つでした。 

「ロータリー情報 時代の流れへの対応」 

「ベテランと中堅と若手会員の相互理解について」 

「インターネットへの取り組み」 

今回のﾌｫｰﾗﾑをきっかけにｸﾗﾌﾞが更に良くなるようになればと思

います。 

 

 
 

   
 

   
 

 
 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１５年８月２０日（木） 会員数 ８７名 

出席 ７６名  欠席 １１名 

来賓  ４名  ゲスト １名 

７月３０日例会出席率  １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

東  良輝 様（ＲＩ第２１７０地区ガバナー） 

網本 昭輝 様（副代表幹事） 

小川 嘉彦 様（Ｇ６ガバナー補佐） 

瀬川 長良 様（ガバナー補佐幹事） 

ダス・ラリット クマール君（米山奨学生） 

■次回例会 ２０１５年９月３日（木）１２：３０～ 

卓話 新会員卓話 

    秋山竜一会員・岡田昌樹会員・樹野敏之会員 

食事 和食 

ガバナー・正副会長・幹事懇談会 

公式訪問フォーラム 


