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今後の予定
４月２８日（火）
創立夜間例会
５月５日（火）
祭日 休会
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第 52４回 2015 年４月１４日（火）例会報告
・国旗儀礼、本日の歌
「奉仕の理想」
・ ビジター紹介
・幹事報告
・委員会報告
・本日のプログラム
卓話 西川 義章 会員
「地区協議会について」

今週のお花

◎ カンパニュラ
「感謝」
「誠実」
「友情」

会長挨拶

５月１２日（火）
１４日の８RC 合同例会に振替休日
5 月１４日（木）
８RC 合同夜間例会（城西館）
その後の予定は
わかり次第お知らせします。

今週のスイーツ
皆さんこんにちは。季節は菜種梅雨といいますか、これからもこのような天気が続きそう
です。我社の屋外での仕事も予定が変わってしまい、大変困っています。また寒くなって
しまいそうな感じもあるようですので、お体にも気お付けていただきたいと思います。
今日はホテルに見慣れない車がとまっていました。私の好きなホンダ車の試乗会がある
ようです。それと、脇に自転車用ヘルメットが並んでいるのが見えると思います。今年で
２年目となる社会奉仕事業。高知市内で唯一自転車通学の認められている久重小学校の新
３年生達に送る自転車用ヘルメットです。過去の自転車寄贈や自転車交通安全教室開催を
含めると３年目の社会奉仕事業となります。次週例会の後、久重小学校に出向いて贈呈を
いたします。ヘルメットのサイズや色も児童達の好みを聞いて用意しています。
今日は高知中央ロータリークラブより村井様、片岡様。ようこそお越しくださいました。
後ほど８クラブ合同例会のご案内をいただけると思います。よろしくお願いします。
今日の野村コーナーは『大麦』です。花言葉は『富』
『繁栄』
『希望』です。春らしい花
言葉のお花ですので皆さんでご覧ください。卓話は清水敏博会員による『成年後見制度に
ついて』のお話です。今日もよろしくお願いします。
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社会奉仕事業

九重小学校へ「ヘルメット贈呈」

２０１５年 4 月１４日

4 人の児童に贈呈

家庭記念日祝

【近藤 善資会員】 4 月 5 日
３７回目の結婚記念日になります。
孫が帰って来まして、楽しく過ごす事が出来ました。
お祝いをありがとうございました。
【片岡 由紀夫会員】4 月１４日
結婚記念日を忘れておりました！！
何か買って帰ります。

卓話

西川

義章

「地区協議会について」

表題にありますように、先日行われました地区協議会の報告をさせていただきます。
3 月２９日（日）にアスティ徳島で行われた地区大会にロイヤル RC から 7 名で参加して参りました。西川・
壬生副幹事・田岡さん・清水さん・片岡由紀夫さん・岡崎さん・二宮さんの 7 名です。バス旅行のような感じで
行って来ました。そこで発表されたことを、新たにガバナーになられます山田戒乗様からの新しい試みなども出
てまいりましたので、その部分につきまして報告致します。
まず次期国際会長のテーマは「Be a gift to the World 」ということです。これが日本ではなくアメリカで「世
界へのプレゼントになろう」という日本語に訳されたそうです。ところが表現があまりそぐわないので、変更し
て欲しいという声が日本で上がりました。残念ながらこれは変えられないということで、このままでずっと使っ
て行くそうです。そもそも何故そのような声が上がったかと言いますと、元の英語は「ギフト」であって、「プ
レゼント」のような、軽々しいものではない、もう少し心から発せられたものである、という気持ちがあったか
らだと思われたからです。しかしながら一度発表した物なので、このままで行きますということで、基本的には
そのままの原文で「Be a gift to the World」と言われることが多くなるかと思われます。
さて、この「世界へのプレゼント」という意味についてです。国際会長になられる、K・R・ラビンドラさん
というインドの方の思いは、
（親しい方にはラビさんと皆さん呼ばれているそうです。
）この「プレゼント」とは
困っている人に声をかけたりする、という事ではなくて、一つでも良いから「実際に何かをすること、手を出す
事「であり、それがギフトという意味である」と、お話がありました。ということで、このテーマで来期はスタ
ートすることになるかと思います。
次にこの２６７０地区の運営方針ですが「心温まるお接待をしよう」です。次期ガバナーの山田戒乗さんは真
言宗のお坊さんであります。今年の現ガバナーも真言宗のお坊さんでありました。ここのところガバナーをされ
た方は医者・医者・坊主・坊主、という順番になっているそうです。その次はまた医者になるようです。
さてその「お接待」というのは、仏教によく出てくる言葉です。特に四国では八十八カ所巡りがあり、一般の
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方もお遍路さんをお接待するという風によく使われておりますのでそういう意味も込めて「心温まるお接待をし
よう」ということに決めたそうです。
ラビンドラ次期国際会長も、どちらかというとヤハヴェという神を信ずるキリスト経系の方が多い中で、ヒン
ズー教だそうです。いずれも日本
の宗教と全く基本的には同じよう
な意味合いを持っています。その
基本的な意味合いというのは、
「利
他の精神」であるというふうに仰
っておりました。何処まで行って
も自分が何かをするというので
はなく、こんな事をしたら他者が
喜んでくれるであろうというこ
とから、全てがスタートするとい
う考えで、「利他の精神」です。
その思いを込めて「心温まるお接
待をしましょう」という事を決め
たそうです。感動するお言葉でし
た。
それでは「お接待」の為にロー
タリーでは何をするのかという事
になります。根本におかれている
ところは、
「ロータリーの原点に立
ち返って」ということです。これ
は何かというと、それぞれの方が
職業奉仕を確実に行うというこ
とが一番このお接待の為になる。
実際はそれが、一番重要であると
言われました。
それから話は変わりますが、ラ
ビンドラさんのお母様は、実はポ
リオを患っていたそうです。そう
言う事も有り、ポリオ撲滅という
ことを念頭に力を注がれるとい
うことでした。ポリオというのが
残っている国が現在では世界の
中でパキスタン・アフガニスタ
ン・ナイジェリア この三つの国
だけだということです。他にはな
いそうなので、そこを重点的にすれば良いではないかということです。この三国は皆さんご存知と思いますがい
ずれも貧困で大変な国なので、なかなかそこで撲滅には至らないそうです。しかしながら皆さんが同じ方向を向
いて活動を続けておりますので、いずれは撲滅できると信じております。その時がロータリーのポリオ撲滅とい
う活動が終焉を迎えるということになるかと思います。
次に、私たちの事と直接関係があることですが、山田次期ガバナーがお話しされたのですが「クラブ組織をス
マートに」ということです。今回、当クラブに置きましても次年度から CLP という事で、組織を少しスマート
のする方向に舵を切りたいと思います。
以前にご報告を一度させて頂きましたクラブの新しい組織に関しても、更に変更をさせて頂くことになるかも
知れません。というのは、「実際に何もしていない活動の部分があり、名前だけが載っているという部分という
のは、本当に思いきって、削除して構いません」ということでした。そこで当クラブでもその方向で考えていま
す。例えば、社会奉仕の中に人間尊重委員会・地域発展委員会などとありますが、これなどは実際に載せている
意義がないと思いますのでここの部分の削除などもさせていいただきたい。いずれにせよ理事会で揉んでいただ
くことになろうかと思いますので皆様のお知恵を借りたいと思います。
その決定までが実際のところあまり時間がありません。何故かと言いますと、ガバナーの公式訪問の日程がす
でに決まっておりまして、当クラブには 8 月 4 日にお越しになるという事です。その前週の 7 月２８日にはガバ
ナー補佐が参りますので、それまでに決めておかなくてはならないということになります。今期の 6 月のうちに
委員会の事などを出しておかなくてはいけないと考えております。皆様にご迷惑をおかけすると思いますが、何
卒よろしくお願い致します。
今回お聞きしてきた事の大まかな報告をさせていただきました。
このあと、補足の部分を各分科会に参加して下さった方からの報告を一言ずつでお願い致します。
【国際奉仕委員会 長期交換小委員会 二宮会員】
地区委員の紹介、「現状報告と課題」、「危機管理につい
て」と、今後の日程について報告がされました。
短期・長期の交換留学生の受け入れに対して、問題が起き
た時の対処について、第三者も含めて危機管理委員会のよ
うなものを立ち上げる方向である。
【広報 IT 委員会 田岡 一徳会員】
広報の方に参加させていただきましてありがとうござい
ました。IT というと幅が広いのですが、要約しますと、
会員登録をお願いしますということでした。パソコンのロ
ータリークラブのホームページの中に、「マイロータリー」という項目があるそうです。そちらをクリックして
その上の方に「登録する」というところがありますので、そこを押して会員の皆さんに登録をお願いしますとい
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う事です。クラブとしても登録が可能で、そこにクラブの活動内容を書き込むことが出来るようです。それによ
って評価もされる事があると話されていました。会員登録をする時には会員 ID が必要です。ご自分の ID ナン
バーをお知りになりたい場合は河野さんにお問い合わせ下さい。
それから、「ロータリーカード」というカードがあるそうです。このカードを使いますと、ゴールドは年会費
が１０，０００円ですが、そのうちの３０００円がロータリーに寄付金として受け入れるようになっています。
更に利用金額で割合が決められていて、その分も寄付金として入るそうです。
【ロータリー財団 片岡由紀夫会員】
手短に言いますと、寄付が出来る方は、どんどん寄付をして下さい！！
それから補助金は有効に活用しましょう！！

卓話

西川

義章

ニコニコ箱
【松岡 毅 会員】結婚記念日のお礼です。ありがと

います。思い出させて頂き感謝します。

うございました。

【近藤 善資会員】３２回目の結婚記念日を迎えまし

【二宮 邦江 会員】西川副会長 卓話を有難うござ

た。お祝いありがとうございました。

いました。頑張って下さい。

【西川 義章会員】地区協議会ご参加下さった方々あ

【片岡 由紀夫会員】結婚記念日のお祝い有難うござ

りがとうございました。そろそろ次年度始動です

ニコニコ箱金額と累計
4/14

累計

17.000 円

487,855 円

出席率報告
総数

出席

欠席

Ｍ.Ｕ

出席率

4 月 14 日

23

14

4

5

82,61

3 月 31 日

24

17

5

2

79,17

