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2019～20年度	国際□―タリー テーマ

□一タ リーは世界 をつなぐ

2019～20年度	国際□一タリー会長

マーク・ダニエル 0マローニー

斎藤秀司会長テーマ“新時代の幕開け、繋がりを広げよう"

世界をつなぐ

★会長 斎 藤 秀 司 ★幹事 守 田 誠 次

《第2651回例会》第10号 10月 2日 (水)

2019～ 2020〈 第 2650回例会 〉

第 9号		9月 18日の記録

―は世1

9月 1811

1可 際ロータリー第2510地 区ガバナー

福田	 武り;氏

続 きがあ |)、 デ ィスカッションリーダーになる研修

会もあ |,ま すので、よろしくお願い します
=

()九州北部蒙雨災害義捐金と台風15号 による千 葉県人

規模停電による義||1金 の依頼が来ています=10月 の

理事会で検討 します[

0親睦活動委員会	 藤田	II:りj委員1こ

ニコニコBOX投 入報告

|]際 ロー タリー第2510地 区ガバナー	 福田武男様

国際ロータリー第2510地 区ガバナー補佐	 成田	1,様

斎藤会1(・ 守田幹事・増田会員・中野 (亮 )会 員

森会員・弗田会員・渡部会員・南木会員・阿相会員

藤田会員・石橋会員・深瀬会員

……福|‖ ガバナーを歓迎 して

占田会員……。9月 7日 に待望のマ グロ25Kを つ りま

した。
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j尾 名誉会員……喜多会準|メ憂勝

ORI第 2510地区福田武男ガバナー公式訪間

今日は41ク ラブ||の 公式訪間です[今 11の 点鐘は日

本のロー タリー100周 年を記念

して作 られた鐘で、昨年度と今

年度のガバナーはこれをもって

各クラブ訪問することになって

いますt、 点鐘はクラブ会長 さん

が行い、私が点鐘できるのは地

区大会のときくらいです=来 年

の 6月 3011ま で使用 しますが、
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会	 斎藤	 秀lil会 長

唱 我らの生業、四つのテスト

C)ゲ ス ト	 国際ロータリー第2510地 区

ガバナー	ネ|〔i田

|11ガバナー補佐	成田

武りj氏
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C会長報告	 斎藤	 秀司 会長

本日福‖|ガ バナーをお迎えして、午前10時 よ |)会 長

|ド↑事懇li炎 会、11時 よリクラブアツセンブリーを開催

致 しました:

9月 14111L函 館 /i稜郭 RC倉ll立 50周 年記念式典・祝

賀会が函館国際ホテルで開催されました。北RCか
らは私と守田幹事、弗田エ レクト、成‖]ガ バナー補

佐が出席 してきました=朝の情報番組で天気 〕'報 を

されている、気象 予報十の人達武史さんの講演があ

りました.1

1RLI委 員会より、パー ト1～ パー ト3の研修会を
/[｀ て修 J´ されたという

ことで、弗‖Iエ レク ト

にバ ッジが届いていま

すので、福田ガハナー

から波 していただきま

すこ忙 しいところ出席

いただいてあ りが とう

ございます。今後まだ
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卓話「災害に備えて」

1永i館市役所 総務部 il査 11	 勝 氏
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その後どうするのかは、聞いておりません。

また、今日お持ちしたハスカップのクッキーは千歳

市の隣町、厚真町のハスカップをふんだんに使ってい

ます。皆様から寄附をたくさんいただいたところです

が、地区として厚真町の仮設住宅へのクーラー設置費

として300万 円寄附しました。

先ほど話しがでたRLIに ついてです。RLIは こ

れからのリーダーを育てるために行っていますが、な

かなか難しいです。ディスカッションリーダーの研修

が難しいと思っています。私は青森やその他の地区の

研修に行きましたが、最初は否定的な思いでした。そ

の後札幌でデイスカッションリーダー研修 (DL研
修)を うけた時、「何も知らなくていい」と言われた

ときに、「そうか、何もしらないことに意味があるん

だ」と気付かされました。ゼロから考えよう、という
ことで、知識をたくさん持った人が集まって討論して

もあまり意味がないのかなと。研修会では6～ 7人の

中のリーダーとなるDLの能力が高くなければ、うま

くいかないと感 じています。

もうすぐ地区大会です。まだ印刷に入っていないの

で、参加の手を上げてください。また、11月 には新会

員の合宿セミナーが支笏湖で開催されます。今年度最

後のプログラムです。入会 5年以内の方が新会員とな

るのでしょうけども、先輩が連れてきての参加もOK
です。九駒旅館 (ロ ータリアン経営)を貸しきって開

催します。定員100名です。

今年度のRIの マーク・マローニー会長の主張で

は、毎年10万 人入会するけれど、毎年10万人やめてい

くので、いくらやっても増えはしないんです。私は現

状維持なら努力していると考えていましたが、実際は

発展途上国で増えていて、先進国で減っている。ロー

タリーはクラブがないところへは支援ができないの

で、クラブを立ち上げて支援をもらったが、ほどなく
クラブがなくなっている、途上国は支援を受けたいが

ためにロータリークラブを作っているところもあると

聞きます。なので、実際のロータリーの力は減少、衰

退しているので会員の数だけでなく違う方法で増強し

てほしいと言います。

例えば衛星クラブ。会員のご子息でどこのクラブに

◎ 9月 4日 出席報告 (渡部	二康 委員長)

も所属していない方を勧誘して衛星クラブに入っても

らい、本人が退会した場合に、ご子息 (後継者)がそ

このクラブに入るのはどうでしょうか。私のクラブに

は何人かおられます。最近は80歳越えた方 も元気だ

し、息子さんも60歳越えてからの入会は難しいですか

ら、早めに衛星クラブに入ってもらうのがよろしいか

と思います。この地区ではマローニー会長の言う、違

う方法での増強は衛星クラブしかないと思います。
ロータリーの目的、昔は綱領といいましたが「意義

ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励 し、これを育

むことにある。」これ 1行です。ロータリーの義務が

3つあり、その後にロータリーの目的に賛同して、と

ありますが、それはこの目的を信奉した我々は仲間だ

からです。なぜこれが必要かといえば、この目的を解

説しているのが、決議23-34です。

最後に、奉仕の理想、奉仕の理念 とは何かと言え

ば、チェスリー・ペリーが記した文章があります。公

式名簿 (0■cial	Directory)の 最終ページに記載され

ているbrief	history	of	iRotaryに The	ideal	of	service

とは、他人のことを思い遣 り、他人のために尽くすこ

と、これが奉仕の理念である。定冠詞 Theが付 くの

は、「Rotaryが言っている」の意味です。ロータリー

が言っている、理想的な奉仕 ということです。この

「他人のことを思い遣 り、他人のために尽 くすこ

と」、このことを広めていきましょうというのがロー

タリー運動です。最近は言わなくなってきています

が、こういう運動をしている我々は仲間だということ

を思い出して、新入会員を誘う際に「会員が減ってい

るから、入ってくれないか」というのは、相手に対し

ての思い遣りがない。ぜ

ひ、ロータリーの奉仕の

理念を会員増強に役立て

てください。

来月号のガバナー月信

から、こういったことを

伝えていきたいと思いま

す。本日はご清聴ありが

とうございました。
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(会報担当者 :渡部	 二康 委員)

テレフォンサービス(例会移動案内)電話 26-3170番
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喜びの夕なう

2週間レンタル:0:7円(税込)

サイズ :75cm×90cm
お問い合わせは・

97+7EEE rer-.41-11ee

会 員 19名
出 席 率 対 象 会 員 19名
出席規定免除会員(a)

1
■々 仁́1

出席規定免除会員(b) 0名

当 日 出 席 15名 当 日 欠 席 4名
他 クラブ出席 1名 出 席 合 計 16名

出	 席	 率 84.21%

2019年 10月 9日因

地 区 大 会 報 告

次回のプログラム

(広告掲載 :増 山		 正 会員)


