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本日のプログラム

７ 月 ２５日（2121 回）

「 ＲＹＬＡについて
」
2680地区 青少年奉仕委員会RYLA担当
田中 賢一 氏(伊丹ＲＣ)
２０１８年 ７月１８日(水) 第３例会
～体操～

次回のプログラム

「 会員増強について

８ 月

１日

」
藤井 輝男 会員

前進への活力となるロータリアン、或いはクラブとなろ
う」と解釈されておりますが、抽象的な感覚をぬぐいき
れません。

１．ソング

理解を深めるために、
「バリー・ラシン会長の訴え」と称

「 我等の生業 」

するスピーチの中から次のような一文を引用しました。

２．ビジター紹介
なし

「国際ロータリーは顧客であるクラブとロータリアンと
のつながりを失っている。国際ロータリーはクラブの実態
を把握できておらず、
一方クラブの中には国際ロー タリー

３．出席報告

の組織内で何が起きているのか知ろうとしないものも多く

会 員 数 ４４ 名

出席数

３８名

出 席 率 88.64％

前々回補正 100%

【本日の欠席】

ある。
活動を通じて変化をもたらすための知識や意欲を持たな
いクラブがあまりにも多すぎる。ロータリーが世界でどん

安藤・越賀・光川・森・田中(俊)・吉田 各会員
【補填】7/4

な活動をしているのかを知らず、
ロータリーと財団 のプロ
グラムを知らないクラブ、参加方法を知らないクラブもあ

安藤・小畑 各会員

る。
（以下省略）
」
（スピーチ抜粋和訳、PETS 資料より）
一方、ここ数年の国際ロータリーの内情をよく表してい

４．会

食

るワードとして次の 4 つが挙げられております。

＜ﾐﾘｵﾝﾀﾞﾗｰ･ﾐｰﾙ＞

１． CONNECT(つながる) ⇒ワンロータリー
２． ＥＮＤ ＰＯＬＩＯ（ポリオ撲滅）⇒ロータリーの

５．会長の時間

偉業

･････････････バリーラシン会長のテーマ･………………
本年度の

３． ＴＲＡＮＳＦＯＲＭ（変革）⇒活性化に向けて
４． ＩＮＳＰＩＲＥ（鼓舞する、精神意識の高揚）⇒頑

国際ロータリ

張ろう！

ー、バリー・

以上 4 つのキーワードを集約する形で

ラシン会長の

「ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ」を理解すれ

テーマは「Ｂ

ば、より明確に、私達の心に会長テーマの意図するところ

Ｅ ＴＨＥ

が伝わるのではないでしょうか。

ＩＮＳＰＩ

矢野ガバナーは、”インスピレーションは至る所にある”

ＲＡＴＩＯ

という講話の中で羽生選手の言葉を紹介されておられます。

Ｎ」
（インス

“もっと難しいジャンプに挑戦しようという意欲を他の選

ピレーションになろう）であり、意味するところは、
「創

手にもたらす→僕の演技で人の気持ちを動かせる選手にな

造的なことをするために精神的に刺激されるプロセス。

りたい”

ＢE THE INSPIRATIO N
国際ロータリー会長

バリーラシン

「
会

変化から継続へ 」
長

西川

一正

更に身近な例を見ると、
「県立高校～インスパイア・ハイ

８．ＳＡＡ報告

スクール～」という制度があり、地元尼崎小田高等学校で

↠↠↞↠↠↞↞↞↠↞↞↞↠↠↞↞↠↠↠ ニコニコＢＯＸ ↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞

は外国語教育研究、尼崎高等学校では人文社会教育研究

＊田村さんの俳句をスクリーンに映し出そうという試みで

また隣の西宮高校では音楽の諸活動を通して、将来広く音
楽文化の発展に寄与する人材の育成を図るインスパイヤハ
イスクール授業が行われております。
ポピュラーな所では、テレビ番組にも、モンキーポッド
の映像で始まる”INSPIRE THE NEXT（次世代にひらめきを
与えよう。
）
“というコマーシャルフレーズが毎週のように
流れてますね。

す。うまくいきますかどうか・・。
·········································· 田野島
＊所用の為早退します。アッセンブリー聞けず申し訳ござ
いません。
········································· 田中(正)
＊「 被災地に 梅雨明け十日 熱地獄 」
「 どりどりの 松葉牡丹や 昼深し 」

インターアクトの年代の皆さんの理解にも負けないよう
に。

「 人は人 我は我なり 冷奴 」
············································ 田村

BE THE INSPIRATION！私達も理解を深めて頑張りましょう。

＊クラブアッセンブリー、各委員長の皆様よろしくお願い
いたします。
················ 藤井(秀)・藤井(輝)・浜田・平野・

６．幹事報告

勇・石本・川口・喜多・近・小坂・

１）地区補助金プロジェクト見学訪問の案内

久保・萬寿・的場・松本・森本・

実施クラブ：篠山ロータリークラブ

中井・中西・中田・西川・小畑・

プロジェクト名：情報社会で活躍する人材育成の為

小野・三田・高山・武部・滝口・

の教育支援

辻井・渡部・山中・安田

実施日：８月４日(土)参加費無料 メークアップ可
参加希望者は幹事または事務局まで 詳細 回覧
2）映画『ブレス』しあわせの呼吸 ロードショー案内
ポリオサイバーの実話映画

地区推奨

９月７日よりロードショー

チラシ 回覧

3）ガバナーより豪雨被害への被害問合せがありました。

＊皆出席お祝いありがとうございます。
································ 小畑・近・安田
本日の金額
累

４１,０００円

計

２２３,６００円

被害の大きかった地域への支援協力要請がありまし
たら協力よろしくお願いします。
4）他回覧について

９． クラブアッセンブリー

① ハイライトよねやま
② 第 12 回チャリティー『上方古典落語会』の案内
しゃくなげ・子供の家 主催
７月２１日(土) 西宮 ラララホールにて２回講演
会費：１回￥1,500- ２回通し￥2,500- 当日支払

７．各委員会報告
ゴルフ同好会
総会の案内：8 月１日(水)18:00～ヴィスキオ２Ｆ
会費：未定
野球同好会
総会の案内：8 月 9 日(木)18：00～桜里
会費：未定
＊甲子園野球大会の写真回覧 希望者は事務局まで

ＳＡＡ

田中正喜 ＳＡＡ

奉仕プロジェクト委員会 小野康三 委員長

職業奉仕委員会

梅崎文彦 委員長

社会奉仕委員会

渡部洪一 副委員長

青少年奉仕委員会

藤井秀樹 委員長

国際奉仕委員会

小畑充生 委員長

ロータリー財団委員会 小坂圭一 委員長

米山奨学委員会

的場眞司 委員長

