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第 1563 回例会 2018 年 5 月 15 日（火）

て頂きます。

例会場: 鈴鹿商工会議所 4Ｆ大ホール

▪5 月 29 日（火）の例

例会進行: 仲村義昌副ＳＡＡ

会は、ヴァンサンクさ

開始 12：30 終了 13：30

んでの夜間例会です。

点鐘： 会長 川岸光男

本日案内を配布しま

ソング：それでこそロータリー

したのでご確認くだ

ソングリーダー：勇理維子副ＳＡＡ

さい。今回は会員の皆様に会費のご負担をい

会長挨拶

ただきますが、ご了承願います。

川岸光男会長

本日、各例会の出・欠をとりますので宜しく

本日例会ご出席ありがとう

お願いいたします。

ございます．先週は、親睦・

2. 鈴鹿・亀山グループ各ロータリークラブ例会変

家族例会で小岐須での楽しい

更のお知らせ

例会でした．

鈴鹿ＲＣ：6 月 20 日（水）18 時本年度最終例

沖親睦委員長をはじめ、委員

会のため海の幸 魚長

の皆様は早朝から準備をいた
だき美味しい肉と魚等、楽しくいただきました．

6 月 27 日（水）特別休会

参加いただいた会員をはじめ、親睦委員の皆様に

鈴鹿シティＲＣ：6 月 6 日（水）親睦旅行の為
湯の山温泉 グリーンホテル

改めて御礼申し上げます．

6 月 13 日（水）会場都合の為白子ストーリア

さて、今週から大相撲夏場所が始まりました．

ホテル

追手風部屋の力士の皆さんに活躍いただきたいと

3. “ロータリー情報冊子”の案内をいただきまし

思います．皆様のご声援宜しくお願い致します．

た。回覧しますので、ご希望の冊子がありまし

本日は河田ガバナー補佐の卓話です．充分時間

たら、名簿に冊子の番号をご記入ください。

がありますので年間を振り返って卓話をお願い申

4. ガバナーエレクト事務所より、地区研修・協議

し上げご挨拶と致します．

幹事報告

会の配布資料の一部に変更・訂正について連絡

柴田友美幹事

がありました。会報に掲載しますので各自資料

1. 当クラブ例会変更について

の修正をお願いいたします。

▪5 月 22 日（火）の例会は、深谷公園での植

・３６頁 美濃ＲＣ ＦＡＸ番号 ０５７５－３

栽です。タイムスケジュールが変更になりま

３－４９５８ → ０５７５－３３－４９５９

した。後ほど勇社会奉仕委員長よりご報告し

・３６頁 各務原かかみのＲＣ
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Ｅ-mail

kro-2630@galaxy.ocn.ne.jp

＊ロータリーの友 5 月号の紹介

→ krc2630@gmail.com

川戸広樹広報委員長

・４２頁 桑名北ＲＣ２０周年 ２０１８年６
月９日（土） → ２０１８年６月１６日（土） 出席報告
5. 本日例会終了後、第 13 回理事・役員会を事務

藤田

充

出席委員長

正会員 41 名中 21 名出席．出席率：60.00%

局において開催いたします。

先週の補正出席率：60.00%
先々週の補正出席率：67.64%

委員会報告

ニコボックス報告

＊5 月度諸事お祝い

森 豊親睦・家族委員

【会員誕生日】江藤隆仁会員、岸本春雄会員、

敬称略・順不同

伊藤広海会員、勇理維子会員、奥村隆司会員、

※印多額

※河田勝正ガバナー補佐：ガバナー補佐クラブ訪
問の最終回です．よろしくお願いします．
世古口弘子：入りたい特別養護老人ホームベスト
58 に三重県で一つ、我が施設が選ばれました．と
ても嬉しく感激しております．
川岸光男：本日の例会よろしくお願いします．
柴田友美：老人ホーム入りたいベスト 58 に「美里

＊深谷公園植栽（5/22）について

ヒルズ」さんが、三重県で唯一選ばれました．
「ス

勇理維子社会奉仕委員長

ゴイ」！
小林

5 月 22 日（火）10：00 受付､10：10 点鐘開会

充：美里ヒルズのニュースと鈴鹿西ロータ

リークラブ発展を・・・．

※時間が変更になりましたのでご注意下さい。

＊RA 第 40 回地区年次大会（5/13）の報告

若林忠義：昨日、久しぶりに下手なゴルフで優勝

川戸広樹次期 RA 委員長

させていただきました．今後も運の向くのを願っ
ております．

大会最後の卒業
式の模様。大変

本日のプログラム

盛り上がってい
ました。地区内

「ガバナー補佐の卓話」

外のクラブとの

鈴鹿・亀山グループガバナー補佐

親睦が重要だと

河田勝正様

感じました。

「ガバナー補佐性格論とその回顧録」

＊鼓ヶ浦中学校おじさん先生報告
5 月 9 日（水）鼓ヶ浦中学校（鈴鹿ベイ RC）

―現代的課題に対して―

参加者 河田 AG､沖会員､田中通会員､川戸会員｡
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いて―
RI 立法機関である規定審議会、制定案 2016 年版
は歴史的大改革であり、総ての改正はクラブの自
主性に重きを置き、
「会員増強」に通じる道である。
増強策は、RI の意に反し形式的技術的には「職
業分類表」の未充填業を補填することである。一
見、形式的にみえるが、実は目標確保の為の強力
な手段である。然し私見は、実質的内容的側面に
鈴鹿・亀山グループ ガバナー補佐 河田 勝正
一、はじめに

おいて現会員がロータリアンとしての、あるべく

ロータリーとは何か？その意義

姿を追求し、原点に戻り「奉仕の理想実現」に邁

と限界即ち本質追求は我々ロータリアンのまたな

進すべきである。それは「魅力あふれるロータリ

き務めである。2017-18 年度 RI ライズリー会長の

ー」作りであり、必然的に入会者が集まるもので

テーマ「ロータリー：変化をもたらす」次いで第

ある。結論は As You Like It！

“RIBI”の資

2630 地区田山雅敏ガバナーの地区活動方針テーマ

料

「未来を創造しよう」…10 年後のロータリーは…

四、おわりに

に対して、私のミッションは個別的具体的理論、

ポールハリスいわく「ロータリーとは(人生)哲学」

実践の橋渡し的存在としてグループ内の各会員に

である。私はロータリーが好きである。哲学的命

どこ迄浸透出来るか、であった。処で、ガバナー

題ではあるが、好きに理由はない。そこから出発

補佐指名受諾するに際し、事業の第一線・経営者

し、ロータリーの課題解明の第一歩は「問題意識

とし現役の立場が最大難関で、何度も辞退するも

の明確化」である。そしてロータリーの原点に戻

ロータリー観の「集大成」
「ロータリーの精神的物

り自分なりの自主性、主体性をもったロータリー

質的基盤再構築」の最後の場として自分を納得さ

理論の「再構築」である。

せた。
二、問題提起

究極の一言 Rotary with Philosophy of Human
Love!

ロータリーは今や創立以来、大

変革・大転換期を迎えている。2007 年規定審議会
制定案 07-329 に端を発し、2016 年 4 月の審議会に
於いては、日本のロータリーの根幹をなす「職業
奉仕」概念を削除し、
「人道的奉仕・社会的奉仕」
を第一義に掲げている。その基本的視角の変換は､
「史的考察」からも創立目的に反しているもので
はないか。ロータリーの社会的経済的生成基盤は、
職業奉仕が基礎となり、113 年の経過という厳然た
る事実が存す。

再度問う、
「ロータリーとは何か」

RI ！クオ・ヴァディス（汝 何

処へ行かん！）
三、個別的具体的展開

―会員増強対応策につ
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