
2018～2019年度 

国際ロータリーのテーマ 

 

 

 

 

 

◆点 鐘   伊藤 雪枝 会長  

◆ソ ン グ   「奉仕の理想」 

◆四つのテスト唱和 

◆ゲスト   富山第三分区ガバナー補佐 穴田 茂様 

 出席報告＜会員数：43名＞ 

◆在籍祝   

◆誕生祝 

◆幹事報告     

○ 次回例会は 8/21(火)18時より合同「ガバナー公式訪問」 

○ 例会終了後クラブアッセンブリーを行います。各委員長

及び入会3 年未満の新会員の方は出席をお願いします。 

 

 

穴田ガバナー補佐  ホームクラブ補佐訪問です。本日は宜しく

お願いします。 

伊藤会長 ２週にわたりバザーやバーベキューそして海老江の

海岸清掃とご協力頂きありがとうございました。本日

は例会終了後穴田ガバナー補佐のクラブアッセンブリ

ーを行います。 

牛塚・堀田・海老・京谷  穴田ガバナー補佐、本日クラブア

ッセンブリーも含め宜しくお願いします。 

澤武  お誕生日のお祝い有難うございました。8/6 付けで

富山福祉短期大学客員教授に就任しました。 

穴田  先々週の納涼例会で駐車場を提供した謝礼を頂き、期

待を膨らませて開封したら雀の涙でした。 

安田・金田安・穴田・中曽・西谷・棚辺・米本・田中・越後嘉 

    在籍祝いを頂いて。 

織田  内川十楽市、懇親会のお世話をされた方々御苦労様で

した。また、海浜公園清掃お疲れ様でした。 

金田安 7/30 の伊藤会長就任コンペで優勝しました。 

三箇  お盆の間小杉の山荘でカレーハウスをやります。 

米田  クラブコンペ成績は最悪でしたが、伊藤会長の愛につ

つまれ会長賞をつかみとりました。 

中曽  7/31NHK テレビ番組グッデイスボーツに新湊高校野球

部応援団の一員として出演しました。 

中瀬   射水ボーイズ３期連続全国大会出場 !!ロータ

リーの皆さんの温かいご支援有難うございました。 

 

 

卓話「今年度のロータリーの方針について」 

富山第三分区ガバナー補佐 穴田茂         

RI 会長バリーラシンさんはカリブ海に浮ぶバハマ出身で

あります。ウガンダ出身のサム・F・オオリ会長エレクトが

急死されたため急遽会長エレクトに選出され、今年度会長に

就任されました。RI 会長メッセージは貴クラブの活動計画書

にも掲載されておりますが、大変含蓄あるスピーチなので、

RI 会長のロータリー観を理解していただければと思います。 

若林 G はこの RI 会長のお考えを尊重し、今年度の地区活

動方針を「ロータリーを知ろう、知ってもらおう」とされ特

に後段の「知ってもらおう」に力点を置いておられます。具

体的な地区目標について改めて私からご説明いたします。 

まず最初に RI 会長テーマの理解と促進として、「インスピ

レーションになろう」の意味と RI 重点目標への理解を図る

とあります。そして重点目標達成のためロータリー賞への挑

戦を推奨するとあります。クラブ活性化のため是非とも挑戦

してみてください。 

２番目に RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）への複

数人の参加を強く奨励されておられます。又、広報やロータ

リー情報の提供等にインターネットの活用を推進するとあり

ます。「ロータリーショウケース」の活用をお願い致します。 

３番目のG事務局の運営についての説明は省略して４番目、

５番目にロータリー財団、米山奨学会への寄付目標額を掲げ

ておられます。目標額に向けてのご努力をよろしくお願いい

たします。６番目に会員増強を掲げ、各クラブ純増１名、地

区純増６４名を目標とするとされ、７年後のゾーン見直しま

で日本での会員総数を３５，０００人確保し、３ゾーン復活

を計画しておられます。 

出席者 出席義務者 出席率 修正出席率 

35 名 32 名 81.39％ 81.40％ 

第 2252 回例会 2018 年 8 月 10 日(金) 

「ガバナー補佐訪問」  

例会  毎週金曜日 １２:３０～１３：３０ 

会長  伊藤 雪枝   幹事 牛塚 松男 

ニコニコＢＯＸ報告 

ニコ BOX累計額     ￥160,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

◆点 鐘   射水 RC   中村 文隆会長 

◆ソ ン グ  「君が代」「それでこそロータリー」 

◆四つのテスト唱和 

◆ゲスト    ガバナー    若林 啓介様 

        ガバナー補佐  穴田  茂様 

        地区副幹事   水間 久雄様 

「ガバナー卓話」  

２０１８-１９年度ガバナー  若林啓介                  

（１）RI テーマ 「インスピレーションになろう」について 

（２）地区方針「ロータリーを知ろう、知ってもらおう」に

ついて 

（３）RI の課題 

 会員数が増加しない 

 POLIO の撲滅が実現しない 

（４）ロータリー賞への挑戦  

クラブのサポートと強化 以下のうち 3 項目を達成 

 会員 1 名の純増を達成する。 

既存会員と新会員の維持率を維持または改善する： クラブの会

員維持率を 1 ポイント上げる。 または 2017-18 年度のクラブの

会員維持率が 90％以上である場合、これを維持する。  

 女性会員 1 名の純増を達成する。 

 少なくとも 60％の会員が、My ROTARY から生年月日を入力 

 新しいロータリークラブのスポンサーとなる 

 会員の職業を調べるために職業分類調査を実施し、地域社会に

あるビジネスと専門職の実情に沿った会員基盤を築くために

活動する。 

人道的奉仕の重点化と増加 以下のうち 3 項目を達成 

 ロータリー地域社会共同隊を提唱する。  

 インターアクトクラブまたはローターアクトクラブを提唱する  

 年次基金への会員一人あたりの平均寄付額が 100米ドルとなる。  

 奉仕プロジェクトに関与する会員数を増やす。  

 ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を目的

とした行事を開く。  

 ロータリーの 6 つの重点分野のいずれかにおいて、意義ある社

会奉仕プロジェクトまたは国際奉仕プロジェクトを実施する。  

公共イメージと認知度の向上 以下のうち 3 項目を達成  

 クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、 ボラ

ンティア活動に費やした時間、募金額など）を 「ロータリー

ショーケース」に投稿する。  

 ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界を

変える行動人」キャンペーン用広告・資料を活用する。  

 クラブとロータリーの活動を伝えるためにクラブ会員がメデ

ィアと話す機会を手配する。  

 ロータリー学友のための行事を開催し、ロータリーで ネット

ワークを広げる機会を紹介する。  

 企業、政府団体、非政府団体とのパートナーシップを 継続ま

たは確立し、プロジェクトで協力する。  

 青少年交換学生または RYLA参加者を派遣する。 

（５）クラブ長期目標の策定 

ロータリーの戦略計画に倣って、クラブの戦略計画を立案 

（６）RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）への参加 

世界 533 地区の内、406 地区が参加済み 日本の 34 地区の内、20

地区が参加。多地区合同リーダーシップ養成プログラム。 

ロータリーの基礎知識習得とリーダーシップを育成 

（７）Hamburg 国際大会への参加 

2019 年 6/1～6/5 までドイツハンブルク市で開催 

 

ゴルフ大会成績 

団体 1位 新湊 RC ２位 射水 RC  3位 新湊中央 RC 

個人 優勝 赤江会員  準優勝 池田会員 

 

合同懇親会スナップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                     ♪新湊ベンチャーズ♪ 

 

 

 

 ゴルフ大会 

赤江会員優勝!! 

 

総勢 72 名の「手に手つないで」で懇親会を終了しました。 

第 2253 回例会 2018 年 8 月 21 日(火) 

「3RC 合同ガバナー公式訪問」

3RC」  

 

 

お知らせ 

次回例会は 8 月 21 日(火) 

「ガバナー公式訪問・3RC 合同ゴルフコンペ」です 

  

 

 

 

 

 

 

 


