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第５５８回例会 平成２１年２月１９日(木) プログラム「例会運営委員会担当」
前回第５５７回例会[2 月 12 日（木）]の報告
於：東急イン
【会長アドレス】会長 右田省二
今までの私の挨拶の内容を見直してみましたら、経済関係の話が多く、ロータリーについての話が少ないこ
とに気がつきました。会長としてはロータリーの知識を会員の皆様に発信していかなければならない立場にあ
ります。半年も過ぎてからこのことに気がつきました。政治経済関係で事件が多すぎた 1 年でしたので、ご容
赦をお願いします。
去る 7 日土曜日に第 2720 地区の地区大会に参加してきました。タイのビチャイ・ラタクルさんが、ＲＩの
会長代理としていらっしゃいました。その会長代理のメッセージからロータリーの真髄の一端をお話ししたい
と思います。全世界に広がる 120 万人のロータリアンは「小さな一歩」を信じ、ロータリーを信頼して、その
理想主義を信じ、夢を思い描きその影響力を信じ、その影響力が拡がり発展していくのを見たいと願った人々
の熱意、信条、信頼の結果なのです。ロータリーの奉仕という崇高な理想は、我々の中で共有され、実行され
てゆかねばなりません。そのためには我々はクラブレベルでの確固とした基礎づくりをしなければなりません。
そして、そのためにいく世代にもわたり明るく永遠に輝き続けるロータリーの奉仕という光を燃やし続けるた
めに、各職業分野において活躍する人々を新メンバーとして会員に迎え入れることが重要なのです。クラブ奉
仕、言うまでもなく国際奉仕と地域奉仕においての我々の役割というロータリーの理念の中でも最も大事なも
のは、我々が地域社会や職業において何を支持するかであり、そして、それが、職業奉仕なのです。会員のそ
れぞれの職業を通して会員内のビジネス促進というものは一般的に行われてきました。それでもやはり、倫理
観、尊厳、高度の基準はロータリアンが責任を持つビジネスの実行の一部分として常に考慮されていました。
これが、ロータリーが職業とビジネスをする人々で構成される大いに尊敬に値する最高の奉仕団体であると
いうイメージのもとに、他に類を見ない団体とされた所以です。
【会務報告】幹事 国師博久
《次回（第 559 回）例会のお知らせ》
① 2/12(木)例会後、定例理事会を行います。
日 時：Ｈ21 年 2 月 26 日(木)12：30～13：30
② 県下ロータリークラブゴルフ大会が 3/14(土)溝辺
場 所：東急イン２Ｆ
カントリークラブにて行われます。
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：新会員卓話
③ 鹿児島北ＲＣ創立 20 周年記念式典及び祝賀会が
前田由紀子君・梅木安子君
4/11(土)18：00～東急ホテルにて行われます。登録
料 10,000 円。参加希望者は幹事まで。
[定例理事会（2/12）報告]
④ ロータリーワールドとロータリー財団昨年度の年
●3 月のプログラム（承認）
次報告を回覧します。
3/5(木)外部卓話 日本画家 駒井敏行様
⑤ 東京ＲＣ熊平雅人会員より寄贈いただきました「抜
3/12(木)クラブ奉仕委員会担当
萃のつづり」をお取り下さい。
3/17(火)鹿児島西ＲＣ・鹿児島城西ＲＣとの
【ビジター】鹿児島城西ＲＣ・・・興津立夫君
３クラブ合同例会 18：30～東急ｲﾝ
【2 月の誕生日祝い】おめでとうございます！
＊3/19(木)は例会はありません
庄司教克君(５日)
3/26(木)会員卓話 永田優治君
井岡松司君(15 日)
●第 86 回ロータリー大学（承認）
高岡 茂君(16 日)
3／10(火)18：30～東急インにて
平 恵子君(26 日)
テーマ「続 世界理解月間 恵まれた人間か
否か 奉仕の事例報告と研究」

【プログラム】地域・国際奉仕委員会担当
川原委員長
別紙資料の穴埋め問題を解きなが
ら川原委員長の解説を交え、国際
奉仕への理解を深めた。
Ⅰ.国際ロータリー（ＲＩ）では、2
月度を世界理解月間と定め、1905 年 2 月 23 日をロ
ータリー創立記念日世界理解と平和の日と定めてお
ります。又、23 日～29 日を世界理解と平和週間とし
て、世界 200 以上の国と地域にクラブ数 33,270、会
員総数 1,231,483 人（2008 年 5 月 31 日付ＲＩ公式
発表）に達しています。これら世界中のクラブの連合
体を国際ロータリーと称します。
Ⅱ.国際ロータリーの使命
ロータリアンとロータリークラブが、ロータリーの綱
領を、遂行する為の力となり、併せてロータリーが、
発展を遂げたこの目覚しい時代において、個人と団体
による奉仕活動に、第一の眼目を置きつつ、人間の品
位と生活の質を高め、世界理解平和の推進のため、あ
まねく人々の大いなる英知を喚起することにある。
国際奉仕とは、ロータリアンが国際理解、親善、平和
を推進するために、実施できるすべてをいう。次の四
つの分野に分類できる。
① A.人道的：世界社会奉仕活動 WCS、マッチング・
グラント、地区補助金、３－Ｈ補助金、世界平和
フェローシップ、Ｒ平和及び紛争解決研究プログ

ラム、ポリオプラスプログラム
Ｂ.教育的：国際親善奨学金、ＧＳＥ、大学教員のた
めのＲ補助金
② 国際レベルの教育および文化交流活動
③ 特別月間と催し
④ 国際的な会合
当クラブはタイ国のＲＩ第 3340 地区ケンクーンＲＣ
と 2008 年２月 26 日に友好クラブの締結をしました。
【ニコニコＢＯＸ】
◆興津立夫君（鹿児島城西ＲＣ）
貴クラブへ久しぶりの訪問です。来る 2/21(土)ＩＭの
会議に多数のご参加を期待してニコニコさせて頂き
ます。
◆川原篤雄君
ＲＩ第 2720 地区 地区大会参画者、右田会長、平さ
ん、福石さん、中村さん、田中応さん、御苦労様でし
た。後日、奉仕プロジェクトについて報告させて頂き
ます。
《ニコニコ BOX 累計額 ￥２６５，０００－》
【ゴメンナサイＢＯＸ】
◆夏迫文男君
みなさん、お元気ですか。久しぶりの出席です。宜し
くお願い致します。
《ゴメンナサイ BOX 累計額 ￥４１，０００－》

ポール・Ｐ・ハリス 略伝 ④
（PaulPercyHarris）
ハリスは終生にわたり、法律事務所の仕事を熱心に続ける傍ら多くの公職にもあった。全米身体障害児童およ
び成人協会並びに身体障害児童国際協会初代会長、シカゴ弁護士協会理事、アメリカ弁護士協会の委員会委員
等々。更にハリスの功績に対し、ボーイスカウトのバッファロー銀章、フランスからレジョン・ドヌール勲章、
ブラジル、チリ、ドミニカ共和国などから栄誉ある勲章を授与されている。ジーン夫人は 37 年間ハリスに連れ
添い、世界中のロータリー講演旅行にはいつも同行し何度か代わりに講演もしている。ハリスの自叙伝には
「子供がいない私たち夫婦は国際ロータリーを養子にしました」と書いている。 （ロータリー情報集より）
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＜地域・国際奉仕委員会よりお願い＞
書き損じハガキ回収への御協力を宜しくお願い
致します。ポストに投函されていない未使用の
官製ハガキです。ユネスコ協会世界寺小屋運動

★例会時間・場所等の変更
ＲＣ

2 月 20 日（金） 鹿児島ＲＣ
2 月 23 日（月）
2 月 24 日（火）
2 月 24 日（火）
2 月 25 日（水）

中央ＲＣ
東南ＲＣ
城西ＲＣ
南ＲＣ

2 月 25 日（水）
2 月 25 日（水）
2 月 26 日（木）
2 月 26 日（木）

西ＲＣ
西南ＲＣ
東ＲＣ
北ＲＣ

プログラム
ゲスト卓話（松木会員紹介）米国派遣ＧＳＥチームリーダー
岡島達雄様（ユーユー建築設計）
Ｉ・Ｍ報告
外部卓話 松村武久様
Ｉ・Ｍ報告
ゲスト卓話 演題「分譲マンション購入のポイント
(株)ＪＡＤ鹿児島支店 前迫勝彦支店長
ゲスト卓話 We Love 天文館協議会 会長 有馬勝正様
★夜の例会（創立 29 周年記念例会・ＩＭ報告）18：30～
フリートーキング
ＩＭ報告（2/21）

例会場
山形屋
山形屋
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東急イン
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ゆうづき
山形屋
東急ホテル

