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＜ガバナー公式訪問＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆会長の時間            会長 坂田 師通 君  

川原篤男ガバナー、本日

はようこそ高鍋ロータリー

クラブにお越しくださいま

した。 

 明治維新150年の今年の

NHK大河ドラマでは「西郷

どん」が放送され、鹿児島

は大変盛り上がっていると

うかがいましたが、この記

念すべき１年に国際ロータ

リー第2730地区のガバナ

ーになられたことを心からお祝い申し上げます。 

 我が高鍋の偉人である石井十次先生は、御自分の体型

が西郷隆盛に似ていることを指摘されると大変嬉しそう

にされたと聞いていますが、西郷どんのことを大変尊敬

しておられたようです。16歳の時に岩倉具視を批判した

檄文によって逮捕された時、獄中で西南戦争を引き起こ

した鹿児島の私学党員とは意気投合したと聞いておりま

す。石井十次先生の到達点である茶臼原憲法の「天は父

なり、人は同胞なれば互いに相信じ相愛すべきこと」と

西郷どんの「敬天愛人」は、キリスト教と陽明学の出発

点の違いはあるものの、大きなレゾナンスを認めると思

います。 
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第 2031 回 平成 30 年 8 月 2 日プログラム 

 

 

 

 

 

 

高鍋ロータリークラブテーマ 

『ロータリーの心を地域の人に届けよう』 

 

第 2730地区ガバナー   川原 篤雄 

中部分区ガバナー補佐   安田 秀一 

RIテーマ 『インスピレーションになろう』 

地区テーマ『プラスワンの考動を』 

8月の月間テーマ 

  会員増強・新クラブ結成推進月間   

７．月初めのセレモニー  

８．ＢＯＸ披露 

９．委員会報告  

10．次週例会案内 

11．点  鐘 

12.  

 

  

 

   

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

君が代・奉仕の理想 

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 

 

本日の例会案内  

＊月初めのセレモニー  ＊米山ランチ 

  ＊外部卓話―天満俊英・智恵子夫妻 

  ＊クラブ研修―山道君  会員卓話―野添君 

  ＊例会終了後理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

  

 

次週例会案内；8月 9日（2032回） 

 ＊血圧測定 

  ＊増強月間卓話   ＊雑誌紹介 

  ＊会員卓話―河野君 

  ＊例会終了後プログラム委員会 

 

第 2030回 例会内容（7/26） 

 

 

 

 

 



 南洲遺訓の「道は天地自然の物にして、人はこれを行

うものなれば、天を敬するを目的とす。天は我も同一に

愛し給うゆえ、我を愛する心を以って人を愛する也」と

「人を相手にせず天を相手にせよ。天を相手にして己を

尽し、人を咎めず、我が誠の足らざるを尋ぬべし」は、

いつも我々の心の中にあり、ロータリーの精神とも通じ

るものがあると思っております。 

 川原ガバナー、本日はご指導のほど、どうぞよろしく

お願い致します。 

 

☆幹事報告＜文書案内＞     幹事 橋口 清和 君   

＊延岡ロータリークラブ40周 

年記念式典・祝賀会案内 

 日時 平成30年11月10日 

     13：00～ 

 場所 エンシティーホテル 

延岡 

 登録料 10,000円 

＊西都 RC 8月の例会案内 

＊佐土原 RC 8月の例会案内 

 

☆ガバナーアドレス   

第 2730地区ガバナー 川原 篤雄 君 

インスピレーションになれるロータリークラブに！！ 

ロータリアンに！！ 

 

2018-19 年度バリー・ラシン

RI会長は年度テーマを 

「BE THE INSPIRATION」 

「インスピレーションになろ

う」と発表されました。 

変化を生み出すために、も

っと何かをしよう、力を発揮

しようという意欲を相手の心

に起こさせる存在になるこ

と、それがインスピレーションになることだと説明され

ました。 

 では、どうすれば、どうしたら「インスピレーション」

になれるのでしょうか？ 

他者へのインスピレーションになるためには、時には自

らの行動（考動）を持って示さなければなりません。時に

は自分の言葉で感動を語らなければならないのです。 

ロータリーでは最近「変化」という言葉をよく耳にします。 

もう一つは奉仕活動により、世界をより住みやすい場所

にするための「持続可能」な良い変化です。今、ロータリ

ークラブに与えられた課題は、それぞれのクラブが 5 年

後10年後～・・・生き生きと元気であるために、今から

自分たちのクラブが何をしていく必要があるかを考え、

それを実行していくことと同時に世界をより良い場所に

していくための行動です。 

そのためには「会員」と「クラブ」が、「クラブ」と「地

区」が、「地区」と「ＲＩ」がいつも繋がっていなければ

なりません。「ワン・ロータリー」でなければならないの

です。 

 皆さん、「プラスワンの考動を！！」地区内のクラブが

それぞれ良い「インスピレーション」となって地域を世界

をより良い所に変えるため「Take Action」⑪項目 語っ

て下さい。チャレンジを期待します。 

Ⅰ ＲＩテーマ、ロータリーのビジョン声明 

  ＲＩ会長 強調事項の推進 

  テーマ 「インスピレーションになろう」  

 BE  THE  INSPIRATION  

  ロータリービジョンの声明 

  私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして 

 自分自身の中で「持続性可能」な良い変化を生むため 

に人々が手を取り合って行動する世界を目指してい 

ます。 

ＲＩ会長 強調事項 

(1) ポリオ撲滅の達成 

  ※30年前、毎年推定35万人のポリオに感染した子 

供が、4年前359 人、3年前 74 人、2年前 37人、 

2018年（H30）6月9人と報告 あと一歩で撲滅 

(2) ローターアクトクラブ、インターアクトクラブの増大 

(3) ロータリーデーの開催 

(4) クラブのサポート、人道的奉仕、公共イメージの認知 

度の向上 

Ⅱ 地区運営方針 地区モットー「プラスワンの行動を！」 

 ◎地区運営委員会を基本として連携の強化を計る。 

Ⅲ 地区推進事項 

「Take Action」チャレンジ⑪項目へクラブ戦略計画  

立案、実施の支援   

新会員の研修 ワン・ロータリー「会員」「ロータリ 

ークラブ」「地区」「ＲＩ」との繋がり 

① Ｍｙ Ｒｏｔｒｙ  活用支援（ロータリー賞への 

チャレンジ）クラブセントラル、地区ホームページ 

② ロータリー認知度の向上のためのロータリーデー

の実施 2019.2.24 実施に向け企画研究（IMに代

わってでもOK） 

③ 2020.10 東京オリンピッック開始年度 

日本のロータリー（東京ロータリー）100周年、協力 

支援祝い点鐘ゴングを地区内 66クラブにて会長に 

点鐘して頂き意識を喚起する。 

Ⅳ 会員基盤の強化（最優先、最重要）のためクラブへ推 

奨する（ゾーンの危機、理事の減） 

クラブ戦略計画に基づいた会員増強 

（女性、若い世代、未来のリーダーｅｔｃ.） 

新クラブ結成、創立、衛星クラブの強化 

  世界の人口の50％は35歳以下である。 

Ⅴ (1) R財団への支援と活用 

① 地区年次寄付ゼロクラブ ゼロの達成 

（2016-17） （2017-18） 2年連続達成 

2018-19年度も支援協力で3期連続を 

② 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会への支援 

その他  

・バリー・ラシン会長のバハマ、地中海は50年後 

（海抜1ｍ）海中へ 

・ポリオ撲滅後のテーマ 環境社会（ＳＥＧ）ガバナンス 

・ロータリーの友 指定記事及び月信に目通しを。 

 

 



   

     入会式 入会おめでとう！  横山隆君 

    

            藤本君よりガバナーへ花束贈呈 

 

      

100周年点鐘ゴング    ソングリーダー 多賀君 

 

■ＢＯＸ披露     親睦活動委員 鍋倉 春代 君  

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

【坂田師通君】川原篤雄ガバナー 

ありがとうございます。 

本日はよろしくお願いします。 

【橋口清和君】2730地区ガバナー 

川原篤雄様をお迎えして。 

本日はよろしくお願いします。 

【茂木晃君】川原ガバナー・安田ガ 

バナー補佐をお迎えして。 

【井上博功君】川原ガバナー・安田ガバナー補佐をお迎え 

して。 

【石田喜克君】川原ガバナーをお迎えして。感謝！ 

安田ガバナー補佐毎週お疲れ様です。 

【藤本範行君】川原ガバナーをお迎えして。ようこそはる 

ばる鹿児島から高鍋までお越しくださいました。 

ご指導宜しくお願いします。 

【板垣衛君】ガバナーをお迎えするにあたって。 

  海洋丸乗船できず残念でした。 

      

 

＜クラブフォーラム＞ 

  

  

  

  

  

 

 

■出席報告      出席委員長 山道 義孝 君 

 

出席報告（7/26）       

正 会 員 総 数 44名 

出 席 会 員 数 40名 

ホーム出席率 93.02％ 

修正出席率 100.00％ 

 

      

 

 

 


