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ロータリー：
変化をもたらす
ROTARY : MAKING A DIFFERENCE

2017 − 18 年度国際ロータリーのテーマ

ガバナー公式訪問
瀧川

好庸

ガバナー来訪

平成２9 年 9 月13 日
（水）

高砂青松ロータリークラブは 40 周年とのこと、人でいうと 40
年は働き盛り、このクラブも同様なことが言えると思います。さ
らにこちらのクラブは社会奉仕に力を入れているように見えま
す。竹田契一先生の発達障害に関する講演会は、高砂の人だけで
はなく、多くの教育者に勉強の機会を与えておられます。さらな
るより良い発展を期待しています。
さて、本年１月サンディエゴで国際協議会が開催されました。 国際ロータリー第 2680 地区
ガバナー
これは、ガバナーとしての教育機会です。地区でいえばＰＥＴＳ
瀧川 好庸様
と考えていただければいいでしょう。また、６月にはアトランタ
で国際大会が行われました。その中で印象深かったことはロータリーが国際的であるとい
うこと。ロータリーの地区は 540 地区あり、540 人が世界中から集まっており民族衣装で
参加したガバナーノミニーも多くいました。日本人はアピールが不得意なので、法被とか
を着ていきましたが、インパクトは少なかったようです。アトランタの国際大会は「お祭り」
です。それぞれの国旗を持った子どもたちがステージに登場し、世界的な団体であること
をアピールしていました。みなさんも世界大会に参加されてはいかがですか。
2016 年５月の規定審議会でロータリーが大きく変わることが承認されました。例えば
・例会は月２回でもいい
・メーキャップはネットでＯＫ
・会員身分の追加。法人会員、家族会員、準会員も創設された
・職業は無くてもいい
はたしてこれでいいのかと思います。
また、ロータリーは旧来単年度制を採っていましたが、
「未来の夢計画」を代表として複
数年計画になってきています。良いか悪いかロータリーは変化しています。
今年のＲＩ会長はオーストラリアのイアンＨ . Ｓ . ライズリーさんで、会計士の方です。
そのテーマは「ロータリー：変化をもたらす」です。ロータリアン一人一本の植樹を目標
にされており、最近の自然災害の大きさに抵抗するためにも木を植えないといけないと考
えています。さらに会長はクラブのサポートをしたいと言っておられます。ロータリアン
の年齢構成では、40 歳以下はわずか５％で大半は 60 歳以上です。この年齢構成を改善し
たい。さらに、未だに女性会員は 20％もいない。これも改善の余地があるでしょう。ロー
タリーの危機感は地球の危機感として考えてください。人道的奉仕、継続的奉仕が重要で、
ポリオ撲滅には 100 年かかるかもしれないが忍耐強く続けなければならない。また、ロー
タリーの奉仕活動は、教育委員会等他団体との協力が重要でしょう。他団体との「クロス

本誌は、職場や家庭に持ち帰って、皆さんでご一緒にお読み下さい

プロモーション」です。グループで何かを行ってください。ポリオプラスゴルフコンペも
その一つです。各グループの優勝準優勝者を集めて５月 31 日にコンペを開催します。その
他に青少年交換もグループで行ってはいかがでしょうか。
会員増強についてですが、目の付け所は学友会ではないでしょうか。ＲＹＬＡ学友、ロー
ターアクトＯＢ、青少年交換学友等ロータリーにかかわった方を勧誘してください。
また、財政的に小さいクラブはこのクラブをどうしていくか、楽しいクラブにするため
にはどうすればいいか、議論して発展させていただきたい。
ところで、大西洋単独飛行のリンドバーグは成功報酬が 25,000 ドルときいて挑戦しまし
たが、その賞金はセントルイスの商工会が８年かけて集めました。いろんな人が大イベン
トにかかわっていたはずです。小さな寄付をした人、名もなき人もいたはず。そういう人
がいたからこそ大きな挑戦が成功したのでしょう。ポリオ撲滅も同じことが言えます。ビ
ルゲイツは多額の資金を提供しましたが、それだけではポリオ撲滅は成し遂げられません。
アフガニスタンの奥地などに予防ワクチンを配る人、それを投与する医師や看護師等、一
緒になって活動しないと撲滅はできません。これこそロータリーの精神です。
いろんな奉仕があっていい。いろんな面からささえあって発展してほしい。ロータリー
は寄付だけではないということをご理解ください。

例会記録
ソ

ン

2017.9.13（水） 通算 1858 回

グ

出 席 報 告

「奉仕の理想」「四つのテスト」「歓迎歌」
８月３０日

会員数４３名 欠席者 ５名
（この内出席免除者 １１名）
９月１３日 会員数４３名 欠席者 ５名
（この内出席免除者 １１名）

本日のゲスト

出席率

実出席者数 ３６名
出席率 87.80％

国際ロータリー第 2680 地区ガバナー 瀧川
ガバナー随行者

幹事報告

87.50％（修正による）

好庸 様
矢坂 誠徳 様

第 1 1 回（ 通算１７４２回）

１．幹事より
９月６日理事・役員会決議事項です。
⑴ たかさご万灯祭に前年度同様２万円の協賛をさせて頂きます。
⑵ 高砂ＲＣとの合同献血例会は来年４月 18 日（水）高砂市文化会館駐車場で行われる事になりました。
⑶ クールビズが 10 月から中止です。よろしくお願いします。
２．神戸っ子出版事業部から９月１日発売号が配布されています。
瀧川ガバナーと加藤パストガバナーの対談が掲載されています。
ぜひご一読下さい。
３．県立考古博物館と県立美術館から案内が届いています。
封筒ごと回覧しておりますので、必要な方はご自由にお取り下さい。

都倉 達殊・青木 裕加
本 日 は、 国 際 ロ ー タ リ ー 第 2680 地 区 ガ バ
ナー 瀧川 好庸様、随行者 矢坂 誠徳様をお
迎えして、会員一同心より歓迎申し上げま
す。
国際ロータリー第 2680 地区ガバナー
瀧川 好庸様

庄司

武

９月 17 日、同好会コンペ、台風の心配が出
て来ました。最終判断を９月 15 日（金）に
しますので、皆様に連絡します。現在はコ
ンペ実施の方向で準備しています。台風が
それることを皆でお祈りしましょう。

吉川
西中
廣瀬
砂川
藤本
川崎
松下
濵田
青柳

弘・矢野
亮二・志方
明正・田中
仁史・内海
明久・佐野
一生・村上
和雄・濱中
喜重・増田
淳

聡・西田
正昭・小西
浩行・大橋
薫・田中
栄作・京谷
則宏・櫻井
幹雄・柿木
耕太郎・中谷

瀧川好庸ガバナーをお迎えして。

大村 裕史
早退します。

光衛
文孝
卓司
伸明
愼平
宣孝
國夫
利幸

ᧄᣣߩ㘩

◇

9 月 22 日（金）
合同例会
於：ウェディングパレス鹿島殿
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プログラム予定 ◇

9 月 27 日（水）
ＲＹＬＡ卓 話
鈴木 美樹 氏
【青少年奉仕委員会担当】
昼食メニュー

カレーライス

１００万ドル メニュー

10 月 ４日（水）

10 月 11 日（水）

創立 40 周年記念

休会

及び

【定款第 8 条第 1 節（c）による】

Ｉ.Ｍ. 実行委員会（第２回）

本日は国際ロータリー 2680地区ガバナー 瀧川 好庸様・随行者
矢坂 誠徳様をお迎えしての公式訪問です。
瀧川ガバナーようこそ高砂青松ロータリークラブにお越し下さい
ました。会員一同心より歓迎申し上げます。
私事ですが瀧川ガバナーとは私の長男が滝川第二高校に入学させ
て頂き、私も１年目から本部役員をお引き受けし、３年目には育友会長をさせて頂きました。
その後も育友会ＯＢ会でもお会いする機会があり、この度もご縁を感じているしだいです。
先程も瀧川ガバナーと会長・幹事による懇談会が行われ、クラブ運営についてご指導をし
て頂き有難うございました。
この後、ガバナーより地区活動基本方針などについてお話を頂きますので会員の皆様もご
清聴宜しくお願い致します。

クラブ名

変更内容

加古川平成ロータリークラブ

明石ロータリークラブ

加古川ロータリークラブ

時・場

所

移動例会

９月２７日（水）

例会変更

１０月４日（水）→１０月５日（木）
３クラブ合同例会

例会変更

９月２７日（水）→９月３０日（土）１７：４０〜
夜間例会 薪能

例会変更

１０月２５日（水）→１０月２４日（火）
１８：００〜
創立記念例会・新会員歓迎会
於：ホテルキャッスルプラザ西明石

例会変更

１０月３日（火）→１０月５日（木）１８：００〜
３クラブ合同例会

例会変更

１１月２８日（火）１８：００〜
プロバスクラブとの合同例会

例会変更

１０月５日（木）
３クラブ合同例会のため
加古川プラザホテル２Ｆに変更

移動例会

１０月５日（木）
月見例会 於：本松寺

祝日例会

１１月２３日
（木）
（勤労感謝の日）

加古川中央ロータリークラブ

明石西ロータリークラブ

日

高砂ロータリークラブ

休会

１０月１３日（金）

例会変更

１０月２７日（金）→１０月２９日（日）
家族移動例会のため

（注）高砂青松ロータリークラブのホームページにも掲載しています。……ホームページの情報の方が早く把握できます。
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高砂商工会議所会議室（2F）
高砂市高砂町北本町 1104

電話（079）443-0500

