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経済と地域社会の発展月間・米山月間
月間テーマ（10月）

第1266回（本年度 第16回）例会

会長挨拶
会長　木村 眞敏

本日のプログラム

次回 11/7 のお知らせ

♬SONG : 「R・O・T・A・R・Y」
■創立27周年記念 夜例会
　18：00～　例会
　18：30～　祝賀会　太閤園 桜苑

※次週、10月31日（木）の例会は休会日です。
　お間違えの無いようにお願い致します。

■三世代合同例会
　12：30～　ヒルトンホテル 5階

桜園の間

本日は、四宮ガバナー。ようこそお越しくださいました。先ほど、四宮ガ
バナーを交えて懇談会をさせていただきました。その中で、いろいろ
と貴重な意見を伺いました。今後参考にさせていただこうと思ってお
ります。

四宮ガバナーには、後ほど卓話をしていただくことになっています。よ
ろしくお願いします。



さて、今月は米山月間でありますので、米山記念事業
について、お話をさせていただきます。

米山記念奨学事業とは、全国のロータリアンの寄付
を財源として、日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を
支給し、支援する国際奨学事業です。

事業の使命

将来、日本と世界の「懸け橋」となって国際社会で
活躍し、ロータリーのよき理解者となる人材を育成
することなのです。

将来日本が生きる道は平和しかない。その平和を
理解させるためには、アジアの国々から一人でも
多くの留学生を迎え入れ、平和日本を肌で感じて
もらうほかないという思いから発生した事業なの
です。

特長

奨学生一人一人に対して、地域のロータリーから
「世話クラブ」が選ばれ、このクラブがロータリーと
の交流の起点となります。更に、世話クラブの会員
の中から、「カウンセラー」が選ばれて、日常の相談
役となり、留学生が安心して留学生活を送れるよう
配慮する。

留学生は例会や地域の奉仕活動を通じ、又、日本
の実業人や専門職業人であるロータリアンとの交
流を通じて、より深くロータリーを知り、ロータリー
の平和の心を学ぶのであります。

年間の奨学生採用数は約800名で、その累計は2万
人を超えており、国内最大の民間国際奨学事業で
す。その出身国は124の国と地域に及んでいます。

大学別で出身者が多いのは、東大、筑波、阪大、東
北大等の国立大が多く、上位10はすべて国立大学
です。国別出身者の割合は1位中国、2位韓国、3位
台湾です。

■本日は四宮ガバナーの訪問日です。
　四宮ガバナーようこそ。

　尚、本日は次年度理事役員の候補者の発表を予
定しております。

■次週の24日（木）は創立27周年記念例会です。
　この日は夜例会になっており、台北福齢RCからも7
名のお客様が来られることになっています。
　例会開会は午後6時です。お間違いの無いように
お願い致します。

　尚、次の日の25日には食事会を予定しております
ので是非ご参加ください。

■10月最終週の木曜日は休会になっておりますので、
これもお間違いの無いようにお願い致します。

■次に11月の予定です。

　2日～4日は秋のライラが開催されます。木村会長
が出席されます。

■11月最初の例会は、ヒルトンホテルにおいての三
世代合同例会を開催致します。
　12時30分開会で、例会時間は90分間の予定です。

■11月14日（木）はロータリー財団担当の卓話を予
定しています。栗山委員長が頑張ってくださいます。

■地区大会の出欠表を回させて頂いております。
　12月13日（金）の分科会・その日の晩餐会・14日
（土）の本会議と公開シンポジウムの3項目に分け
ての出欠を〇×でご記入ください。

■最後に今後の卓話予定者と予定日です。

　　11月21日（木）　杉村会員
　　　　 28日（木）　高島会員
　　12月 5 日（木）　下岡会員

　今年の卓話予定は以上です。

2019-20年度第1265回（第15回例会）
幹事報告 (10/17)

幹事  安達 昌弘



マーク・ダニエル・マローニーRI会長テーマ

“ROTARY  CONNECTS  THE  WORLD”

～ロータリーは世界をつなぐ～

マローニー会長はこのテーマを決めるにあたり、次
のような思いを語っておられます。

『ロータリーを通じて、私たちはつながります。

ロータリーで私たちは、お互いの違いを超え、深く、意
義あるかたちでお互いにつながることができます。
ロータリーがなければ出会うことがなかった人びと、
職業上の機会、私たちの支援を必要とする人たちと
のつながりをもたらしてくれます。

私たちは互いに、また地域社会とつながり、同じクラ
ブの会員だけでなく、私たち全員が属する世界的コ
ミュニケーションの人たちとつながっています。

ロータリーでの体験の中核にあるのが、このつながり
です。それがあるから、私たちはロータリーに入会し、
ロータリーにとどまるのです。ロータリーを成長させ
る方法も、つながりあります。そして、これが2019- 
2020年度のテーマです。

比類なき基盤を有するロータリーを通じて私たちは、
人類の素晴らしい多様性とつながり、共通の目的を
追求しながら末永く深い絆をつくり出します。』

この身近な言葉で語られているRI会長テーマに基づ
き、2019～20年度第2660地区年次目標を6項目掲
げました。

1．クラブビジョンの策定

近年、国際ロータリーでは、柔軟性と多様性が強
調されており、大きな潮流の変化は加速度的に進
んでいます。その為私たちの地区、及びクラブの地
域特性、歴史、規模に合った独自のビジョンを策定
する必要があります。

まずクラブ内の分析をしなければなりません。

●年齢分布表（10年前・5年前・現在）

●平均年齢（10年前・5年前・現在）

●過去10年間の入退会者数

この分析結果をもとにクラブ内で話し合う機会を
作り、会員相互で問題意識を共有しましょう。そし
て「変えてはならないロータリー」「変えなければ
ならないロータリー」を各クラブにて明確にしま
しょう。

2．会員基盤の強化を計る

職業分類制度を今一度見直し、男女の構成比、及
び年齢別分類の分析をもとに、多様な会員の入会
を促進する必要があります。一方で会員が退会す
る原因を把握し、その改善に努めなければなりま
せん。

3．ポリオ撲滅への協力

ポリオ撲滅はロータリーの最優先事項であり、世
界中で撲滅されるまで、この活動を続けなければ
なりません。

ガバナー卓話

国際ロータリー第２６６０地区 ２０１9-20年度ガバナー　四宮 孝郎 様



4．ロータリー財団への寄付増進

●年次基金　　1人あたり150ドル

●ポリオ基金　 1人あたり50ドル

●恒久基金　　ベネファクター 各クラブ1人以上

5．米山記念奨学会への寄付増進

●1人あたり3万円

6．公共イメージの向上を計る

IMロータリーデーやクラブ事業等を利用して、会
員以外にロータリーに触れて頂く機会を設けるこ
とを強く推奨致します。

●My Rotary登録率　　　　60％以上

●クラブセントラル活用率　  75％以上

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～

クラブへの強調事項

①効果の持続性が期待される有意義な奉仕事業
（活動の絞込み）

近年、残念ながら会員数が減少しているクラブ
においては、各奉仕部門の委員会を兼務されて
いる委員長もおられます。その状況でも充実し
た奉仕活動を実践されていることは素晴らしい
ことですが、ともすれば単に過去の活動の踏襲
に陥り、検証すれば実際のニーズと離れたもの
になるケースがあるかもしれません。

今年度は、再度検証され、奉仕活動を絞り込み、
より一層有意義な活動をされることも選択肢の
一つとして推奨致します。

②ロータリーファミリーの絆を深める

ロータリーファミリーとは、青少年奉仕部門（イ
ンターアクト・ローターアクト・青少年交換・
RYLA）や米山奨学生、財団奨学生等ロータリー
プログラムのメンバー、並びに卒業・経験者であ

るロータリー学友の人達を表します。

このロータリーファミリーの絆を深めることが、こ
れからのロータリーを支える礎となります。様々
な機会を捉えて会員の方にファミリーの活動を
知って頂きましょう。

③ロータリー賞の獲得を目指す

ロータリー賞の獲得は決して困難なものではあ
りません。目標を立て、是非各クラブが獲得され
るように目指して下さい。

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～

私は、次年度地区スローガンを設定するにあたり、2
つのことを思い描きました。

①常に相手の目線に立ったロータリーの奉仕活動を

私たちは奉仕活動をする際、常に相手の方に寄り
添い、同じ目線に立って計画し、実施して参りま
しょう。これにより真のニーズが把握でき、より実り
の多い活動となることでしょう。そして感動と共に
奉仕の喜びを分かち合いましょう。

②新会員と共に

入会3年未満の会員の退会理由には、様々なもの
があると思いますが、真の理由は「寂しさ」にあると
思います。新しい仲間に寄り添い、新たな友人が出
来た喜びを分かち合いましょう。それがロータリー
の発展にもつながります。

そこで地区スローガン

“Stand  By  You” ～あなたと共に～

を掲げました。

これからの1年間クラブの皆様と共に考え、悩み、歩
み、そして楽しんでまいりたいと思っております。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。



本日のソング委員  杉村 雅之会員

ニコニコBOX17
10

●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 4名
名誉会員数 5名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 31名 外国ゲスト 0名
欠席者 4名

出席率 88.57 %
9月26日の修正出席率 91.42 %

●メイクアップ
杉村 雅之   9 月28日 ガバナー杯野球大会
満村 和宏   9 月28日 ガバナー杯野球大会
嶽下 勇治   9 月28日 ガバナー杯野球大会
井本 万尋   9 月25日 地区広報・公共・

情報イメージ委員会
北村 　讓   9 月26日 大阪平野RC
高島 凱夫   9 月21日 ロータリー

コーディネーター
上山 英雄   9 月12日 親睦委員会

木村：四宮ガバナー、本日宜しくお願いします。

辻（一）：四宮ガバナー、ようこそお越しくださいました。

辻（義）：ニコニコ

下岡：四宮ガバナー、ようこそお越しくださいました。

吉田：ニコニコ

嶽下：四宮ガバナー、ようこそお越しくださいました。

高島：四宮ガバナー、ようこそお越しくださいました。

ご指導のほどよろしくお願いします。

北村（讓）：四宮ガバナー、公式訪問有難うございます。

村上：四宮ガバナー、ようこそお越しくださいました。

上山：四宮ガバナー、ようこそお越しくださいました。

村橋：四宮ガバナーをお迎えして

北村（薫）：四宮ガバナー、ようこそお越しくださいま

した。

西田：四宮ガバナー、ようこそお越しくださいました。

ニコニコ

栗山：四宮ガバナー、ようこそ大阪中之島にお越しく

ださいました。

杉村：四宮ガバナー、ようこそ大阪中之島RCへお越し

くださいました。

梅原：四宮ガバナー、ようこそお越しくださいました。

本日合計 : ￥40,000
累　計 : ￥470,500

●本日のビジター
ガバナー　大阪西南RC 四宮 孝郎 様
地区代表幹事　大阪西南RC 高谷 晋介 様
地区代表副幹事　大阪西南RC 吹田 康雄 様
大阪RC 伊藤 雄二郎 様

大阪RCの伊藤様が地区大会のＰＲにお見えになりました。



日時：令和元年10月24日（木）18：00～20：30
会場：太閤園  桜苑

18：00 例会開会点鐘
 ソング
 「君が代」
 「台湾国歌」
  「R・O・T・A・R・Y」

18：05 会長挨拶

18：10 幹事報告
 委員会報告・同好会報告
 米山奨学生　奨学金授与
 出席報告・ニコニコ

18：30 閉会点鐘

 （記念撮影）

18：40 親睦交流会

 司会 戸田副委員長

 開会挨拶 木村会長
  台北福齡RC  JOHNSON会長

 乾杯 金森会長エレクト

 祝宴開始・親睦交流歓談

 お土産交換

20：30 閉会挨拶 金森会長エレクト

 ソング「手に手つないで」 杉村会員

創立27周年記念例会と祝賀会式次第

本日のメニュー

・オードブル
帆立と海老のマリネ・鴨のパストラミ・
フォアグラとブリオッシュ
・イトヨリと帆立貝のポワレ　リボン野菜添え

トマトとハーブのソース
・きのことベーコン クルトンのサラダ、コーヒー、パン

Congratulations!

北村 讓会員がロータリー財団より
メジャードナー（１,０００ドル）達成の表彰を受けました。


