第 1677 回

平成 23 年 1 月 13 日プログラム

１． 点 鐘
２．ロータリーソング
四つのテスト

３．ビジター・ゲスト紹介
４．会長の時間
５．幹事報告
６．出席報告

７．BOX 披露
８．各委員会報告
９．次週例会案内
10．点 鐘

・夜間例会
於；ホテル四季亭
・新年会（親睦活動委員会担当）

第 1676 回

例会内容

■会長の時間
会長 岡島達雄君
あけましておめでとうご
ざいます。良いお正月をお
迎えになられたことと思い
ます。
さて１月は、ロータリー
理解推進月間です。
ロータリーに入会すると、額入りの「ロータリーの綱
領」がバッジとともに渡されます。
また、クラブや会長によっては月に１回、この綱領を
一斉に読み上げます。しかし、綱領という言葉の意味を
含め内容もしっくりせず戸惑いをかんじられた会員の方
もおられるのではないかと思います。私はそうでした。
会長研修会を受けてもなおそうです。ご存知のように
ロータリーの綱領は、４つの項目に先立ちこれらを括る
言葉で構成されています。Object of Rotary を翻訳した
ものだそうですが、
１９５１年までは、
objects of Rotary
と複数になっていたそうです。すなわち、
「ロータリーの
綱領」は英文から直訳する限り「ロータリーの目的」と
したほうが理解しやすいように思われます。吉松成人 PG
が、田中徹夫 PG の案として「綱領」を「目的」と訳した
場合、
本文は次のようになるとして紹介しておられます。
ロータリーの目的は、価値ある職業の基礎として、
「奉
仕の理想」を奨励することである。
特に次の事項を奨励する。

２７３０地区ガバナー
伊藤 学而
中部分区ガバナー補佐
岩切
昇
2730 地区テーマ
クラブを活性化し、地域と時代の要請に応えよう
高鍋ロータリークラブテーマ
品位のある楽しいクラブを实現し、社会の要求に
こたえよう
1 月の月間テーマ
ロータリー理解推進月間
次週の例会案内； 1 月 20 日（木）1678 回例会
・会員卓話―岩下君、島子君
・血圧測定
・100 万ドル
・例会終了後プログラム委員会
第１．奉仕の機会として、知り合いを広めること。
第２．職業道徳の水準を高めること。全ての有用な職業
は、価値があるという
ことを認識すること。個々
のロータリアンの職業は、社会に奉仕するためにある
ものと捉え、その職業の品位を保つこと。
第３．ロータリアンは、
「奉仕の理想」を常に意識して、
個人生活・職業生活・社会生活をすること。
第４．奉仕の理想で結ばれた職業人（ロータリアン）の
世界的な親交を通じて、国際理解・親善・平和を促進
すること。
「ロータリーの綱領」について少しは親近感をお持ち
いただけたでしょうか。

新年初例会＝国歌斉唱・ロータリーソング

1 月の結婚記念日おめでとう！ 平山君・関君

■幹事報告
幹事 武末喜久治君
＊ロータリー米山記念奨学会下期普通寄付金のお願い
＊2010－2011 年度地区大会記録誌・DVD 送付について
＊ロータリーの友事務所より任意団体友事務所清算結了
の件及び決算概要の件等の報告について
＊地区広報事業についてご協力のお願い
＊地区ロータリー財団セミナーのご案内
日時 平成 23 年 1 月 22 日（土）13：30～15：30
場所 メインホテルナカムラ 5 階
＊小林 RC 創立 50 周年記念式典・祝賀会のご案内
日時 平成 23 年 3 月 12 日（土）13：30～
場所 小林市文化会館・ガーデンベルズ小林
＊中部分区臨時会長幹事会のご案内
日時 平成 23 年 1 月 22 日（土）19：00～
場所 ホテル浜荘
会費 5.000 円
＊三クラブ会長幹事会のご案内
日時 平成 23 年 1 月 28 日（金）18：30～
場所 佐土原町 「桜の蔵」
◆出席報告
出席状況
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回の修正出席率
◆ＢＯＸ披露

出席委員長 図師義孝君
40 名
30 名
76.92％
100.00％

◆会員卓話
向山健一君
奈良旅行
１月３日～４日に奈良市
へ旅行しました。
「平城遷都 1300 年祭」
が大変にぎわっていました。
①法隆寺・・607 年聖徳
太子が創建され、日本最
古の木造建築、五重塔、金堂、夢殿が有名です。
②薬師寺・・高田光胤管主が中心となり般若心経等の
写経勧進 運動を進め、金堂、西搭、大講堂の再建
をした。
③興福寺・・国宝「阿修羅像」藤原氏の氏寺
④春日大社・・藤原氏の 氏神
⑤東大寺・二月堂・・約 1250 年行われている「お水取
り」は、3 月 12 日の夜、全長 8 メートルの籠松明が、
舞台を走り回る様子は一回見たいものです。
◆会員卓話
リサイクル業について

井上博功君

「新たな自動車
リサイクルシステムの
イメージ」等の説明
（別紙）

親睦活動委員会 宮元武次君

＜ニコニコ・財団・米山 BOX＞

岡島達雄君 ロータリーラ
イフを楽しみましょう。
今年もよろしくお願い
します。
向山健一君 明けまして、
おめでとうございます。
関 正夫君 新年明けましておめでとうございます。
結婚祝いのお返しとして。
平山英俊君 結婚祝い有難うございます。
島子勝芳君 全国高校ラグビー第 6 日目 5 日、東大阪市
花園ラグビー場で準決勝が行われた。東福岡―神奈
川の桐蔭学園、決勝に進んだ。自分の夢を叶える為
にあえて挑戦し、昨年 4 月に東福岡高校に入学した
孫の川上剛右です。1 年生で只一人レギュラーNo23
です。決勝は 8 日午後２時キックオフ。
皆さん応援を宜しくお願いします。
木村貞夫君 新年おめでとうございます。今年も明るく
楽しく元気よくロータリーを楽しみましょう。
桑野倫夫 新年あけましておめでとうございます。
岡島年度も折り返しとなりました。
今年はうさぎ年ということで良い年になります。

◆委員会報告
新年会について
親睦委員会 鍋倉春代君
日時 平成23 年1 月 13 日
（木）
18：30 例会点鐘
19：00～新年会
場所 四季亭 ２階
奥様方のご参加もよろしく
お願いします。
四つのテスト
言行はこれに照らしてから
１、真实かどうか
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

