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２月：世界理解推進月間 

第２０１1年２月２日（水）くずはゴルフ場 

奉仕の理想に集いし友よ 

 御国に捧げん我等の業 

望むは世界の久遠の平和 

 めぐる歯車いや輝きて 

永久に栄えよ 我等のロータリー 

♪♪今日の歌｢奉仕の理想今日の歌｢奉仕の理想♪♪  

 

 

 国際ロータリー第２６６０地区 松本新太郎ガバナー公式訪問  2011.1.26 

 2月国際ロータリーニュース 

 

①パキスタンがポリオ撲滅の緊急活

動を開始 

感染リスクの高い地域、流動人口の

多い地域、治安が不安定な地域の子

供に対する予防接種に注力 

 

②ハイチの人々にきれいな水を 

財団の支援を受け、カナダのロータリ

アンが219基の井戸を設置 

 

 

③次期事務総長に聞く 

ロータリーの次期事務総長にインタ

ビュー 

 

 

 

④「博愛を広げる」使命を胸に、ロータ

リーの指導者たちが国際協議会を終える

ガバナー・エレクトが次年度に向けて準

備を整えました 

 

⑤クラブの多大な貢献を称えるチェンジ

メーカー賞バネルジーRI会長エレクトが

新たな賞を導入 

 

 

       詳しくはhttp://www.rotary.or.jp/ 
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 会 長 通 信 

本日のお客様 池尻誠 様 （RI2660地区代表幹事） 

  先週の例会 

【 表彰式 】 
PHFマルチプル(2回目) 

吾郷泰廣会員 

 

おめでとうございます！ 

 トイレから出て来た嫁が泣いています。 

「どうしたんや！」「お父ちゃんを急に想い出し

て…」 

 ３２年前に母親を亡くして、それ以後お父ちゃん

の事が大好きで大好きでちょっとお父ちゃんの声を

聴くと心が落ち着く様で、何だかほんわかと心の隅

に必ず居たお父ちゃんだった様です。 

 父もここ３～４年は身体があまり自由にならなく

なっていたのですが、亡くなってもうじき一年にな

ります。 

 折にふれて想い出している様でじっと外から支え

てやっているつもりですが(それは言い過ぎですが)

一人立ち出来るのにはまだまだの様です。 

 常日頃は何ともないのですがひょっとした時に心

の中に現れる様です。 

 自分で立ち直るしか方法は無いので静かに見守っ

てやっています。 

 人を優しく想い出すという事は大切な事で、自分

に返って考えてみると忘れられる事が怖くて寂しい

のです。 

 人の心とは素晴らしい事なのですね。心が一番大

切なものなのだと実感しているこの頃です。 

第第17571757回例会プログラム回例会プログラム  

                                          司会  山口(彰)SAA 

●１２：４０ 開会の点鐘                岩本会長                         

●友情と親睦の握手                  全会員  

●国歌斉唱                                          〃 

●ロータリーソング「奉仕の理想」            〃                    

●お客様紹介                       親睦委員  

●幹事報告                        山口(尚)幹事 

●委員会報告 

 ・出席状況報告                          林（克）委員長                             

●卓話「世界理解月間にちなんで」         初木賢司国際奉仕委員長  

●その他  

 ・ニコニコＢＯＸ報告                 山口(彰)SAA 

●１３：３０ 閉会の点鐘                 岩本会長 

●本日の会合 

 ＜定例理事会＞ 

 岩本、高島、山口(尚)、山口（伊）、小西、山口（彰）、初木、北村、岡山、南、源本、米田 

本日のお客様 松本新太郎 様 （RI第2660地区ガバナー） 
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  第4回情報集会開催 
 2011年1月26日(水) 於：阿み彦 

 

RI第2660地区 

松本新太郎ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問所感 

 本年度半分を順調に過ごしてき

た想いを申し述べ後半年に備えて

参りたい。貴クラブには日頃から地

区のため多大のご協力を頂き、研

修面では金森前ガバナー補佐は

じめ、社会奉仕部門では初木委員など皆様のご理解と

ご支援を賜り先づもって厚くお礼を申し上げます。 

 ロータリークラブでは創設後100年以上を経過し、ただ

今はオペラに例えればオーケストラの一司会者としてタク

トを扱っている感がします。当地区では84クラブを擁し、

3850名の中で、一人だけが美しい音色を出してもだめ

で、皆が揃ってそれぞれの音を発して頂くことこそが肝要

と思います。 

 2010-11年度RI会長のレイ・クリンギンスミス氏は、「地

域を育み大陸をつなぐ」をテーマに掲げ、実行目標とし

て次の8項目をあげられたことはご承知の通りです。 

 １．平和と紛争の予防と解決 

 ２．疾病予防と治療 

 ３．水と衛生設備 

 ４．母子の健康 

 ５・基本的教育と識字率向上 

 ６．経済と地域社会の発展 

 ７．ポリオ撲滅 

 ８．ロータリー財団への支援 

 これをふまえ、当地区においては、今こそ「ロータリーク

ラブについてもう一度、原点を見つめ、考え直してみませ

んか」をテーマに会長のリーダーシップのもと、各委員長

も行動に結びつくよう考えていただくよう提案を示した次

第です。 

１．独り会長のみではなく、各委員長のリーダーシップに

も期待したいこと。 

２．「例会出席こそ最大のクラブ奉仕」と考え、クラブの活

性化と相互交流の推進を図りたい。 

３．青少年の国際交流はじめ、ニコニコキャンプ、ライラな

どを通じ、若者に奉仕の理想を抱いてもらうように育み、

次の世代へのつなぎを考えること。 

４．各クラブとも会員の純増強1名を目標に新しい仲間を

増やすことに留意し、自ら仲良く楽しそうに集ってくるよう

 委員会報告 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 

努めること。 

５．無駄な出費がないか検討し少しでも会員の負担が

軽減できるよう倹約に留意すること。これに併せ笑顔で

ロータリーライフを楽しめるよう健康に留意すること。 

６．国際ロータリーなどもっと広い世界の地区を対象に

勇気をもって各方面へできる限りの奉仕ができないかと

もう一度考えてみること。 

７．よりよい奉仕に役立てるよう貴重な寄付がどのように

役立てられているかを理解し、奨学資金、ポリオなどへ

の協力を推進したいこと。 

８．たとえ不備の事があってもこれを模索・解決し、これ

を上回る満足感が大きく得られるよう努めること。 

９．国際会議は来る5月ニューオーリンズにおいて開催

される予定につき、これに参加すれば新しい活動のヒン

トも得られるので、国境を越えての喜びにも浸って頂き

たいこと。 

 私はロータリー歴30年以上を経過し、漸くロータリーに

も慣れ、これのレベルを会員一人一人が向上させること

と、低下させることなく向上させることの必要性を痛感し

ています。それには新会員に対し当初だけでなく、常に

磨きと向上を続けられるようお互いに助け合うの言葉を

交わし、水準を高めて行くことに努力したいと思います。 

  

出席者：13名 

（敬称略） 

 今中七郎 

 岩本昌治 

 駕田  毅  

 北村  隆 

 北川順清 

 南   武 

 三木  彰 

 中野保博 

 中村雄策 

 上野  徹 

 山口彰夫 

 山口尚志 

 山中  卓 
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第１７５６回例会出席報告（1月２６日） 

会員総数 出席者 出席率 

６０名 ３７名 ６７．２７％ 

 お客様 松本新太郎様(RI2660地区ガバナー) 

       池尻 誠  様(RI2660地区代表幹事)        

    第１７5３回例会補正後出席率  ８８．８９ ％ 

メーク ０名  欠席 ６名  除外 ７名 

 
 
   国際ロータリー 第2660地区 

創立：1974年5月30日承認：1974年6月25日 
        クラブ名称変更承認：2005年6月6日 
         会    長   岩本 昌治     
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（水） 

・卓話 多田利生会員 

・被選理事会 

2/16 

（水） 

・卓話 山口伊太郎会長エレクト 

・100万ドルランチデー 

2/23 

(水) 

・卓話 上山芳次会員 

 

3/2 

(水) 

・卓話 「月間にちなんで」 

     岡山量正社会奉仕委員長 

○本日の配布物 

①ロータリーの友2月号 

②米山奨学特別寄付金免税申告領収書(対象者のみ) 

③抜悴のつづりその七十 

④卓話資料(初木会員） 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信2月号 

②RIロータリー財団2009-10年度年次報告 

○地区行事等出席報告 

1/27 地区研修委員会              金森 

行事等出席予定 

2/19 地区社会奉仕委員長会議 

今後の予定  報告事項 

  ２月２月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

田中太一朗会員（S63年） 

中西庸夫 会員（H6年） 

木﨑信也 会員（H19年） 
 

おめでとうございます！ 

２月２月  祝お誕生日祝お誕生日  
  

  日野守之会員（５日) 

  西田英夫会員（15日) 

  吾郷泰廣会員(17日) 

  足立恒雄会員(20日)  

  川島吉博会員(22日) 

  南  武 会員（24日) 

  重田惠年会員(25日) 

ニコニコ箱 合計 ¥28,000 累計   ¥713,000 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊松本ガバナーを迎えた喜びに         藤原和彦 

＊マルチプルフェローエンブレムを頂いての喜びに 

                             吾郷泰廣 

＊皆様のお蔭でIMが無事終わりました。 

  ありがとうございました。             日野守之 

＊2週間連続例会を欠席してしまったお詫びに中谷賀久 

＊松本ガバナーにお伴して   地区代表幹事 池尻誠 

            201１年  2月 

例会

例会

例会

定例理事会 

月 火 水 木 金 土 日 

1/31 2/1 ２ 3 4 5 6 

       

7 8 9 10 11 12 13 

       

14 15 16 17 18 19 20 

       

21 22 23 24 25 26 27 

       

例会

被選理事会 

100万ドルランチ 


