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Rotary Opens Opportunities
ロータリーは機会の扉を開く
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♪斉 唱
♪今月の愛唱歌

「 それでこそロータリー 」
「 我は海の子 」
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次回予告

７月２８日（火）１２：３０～

プログラム

クラブアッセンブリー②

正典ガバナー合同公式訪問

☆ゲストのご紹介☆
国際ロータリー第２７１０地区
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脇 正典 氏（防府ＲＣ）
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会長
会長

事務局 周南市若宮町 2-47 正興ビル 2Ｆ
TEL 0834-21-6655 FAX 0834-21-6654
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例会日

毎週火曜日 12：30～

例会場

遠石会館 周南市遠石 2-3-1
TEL 0834-32-2181

幹事報告
１ ．本 日 の ス ケ ジ ュ ー ル
１１：３０～１２：００
１２：３０～１３：３０
１３：３０～１３：４０
１３：４０～１５：１０

合同懇談会
合同例会
記念撮影
合同フォーラム

２．当 ク ラ ブ 例 会 変 更 の お 知 ら せ
・８月１１日（火）は、お盆のため休会。
・納涼夜間例会
とき：８月２５日（火）→２８日（金）１８：３０～
バス集合場所：御幸通り朝日生命ビル前

ところ：シーホース

集合時間：１８：００

３．他クラブ例会変更のお知らせ
・徳山東ＲＣ・・・７月２９日（水）は、定款第７条第１節適用のため休会。
・徳山ＲＣ（合同公式訪問へ振替）
とき：７月３０日（木）→２１日（火）１２：３０～ ＭＵ：遠石会館
・岩国ＲＣ（夜間例会）
とき：７月３０日（木）１２：３０→１８：３０～ ＭＵ：岩国国際観光ホテル
・岩国西ＲＣ
とき：７月２２日（水）→３１日（金）１２：３０～

ＭＵ：岩国国際観光ホテル

委員会報告
《 ロータリー情報 》
ガバナーから地区の皆様へ
《 親 睦 》
◎拙速会（ゴルフ同好会）のご案内（メーキャップ認定事業）
とき：８月２日（日）８：４２スタート ところ：周南Ｃ.Ｃ

会費：３,０００円

《 出 席 》
☆事後メーキャップ者及び欠席者（７／２０現在）
（７月 ７日分） 修正出席率 １００．００％
（７月１４日分）
青木(武)君（
）藤井(正)君（
）原田(亮)君（
）
黒神(直)君（
）岸本君（
）三浦君（
）森本君（
齋藤君（
）清木君（
）田中君（
）登坂さん（
続木君（
）

）
）

《 Ｓ .Ａ .Ａ 》 ★★先週のスマイルボックス★★
檜垣君
安中さん、徳永さん、尾都野さん、入会おめでとうございます。心より歓迎
します。どうぞロータリーを楽しんでください。
金岡君
安中さん、徳永さん、尾都野さん、入会おめでとうございます。ロータリー
楽しんでください。
安中君
本日より入会させていただきました。何卒よろしくお願いいたします。
徳永君
コロナ禍の中、遂に入会できました。ありがとうございます。
尾都野君
皆様、はじめまして。この度、入会させていただきました尾都野です。今後
ともよろしくお願いいたします。
宗藤君
檜垣会長、金岡幹事、新しいスタート頑張ってください。安中様、徳永様、
尾都野様、ご入会おめでとうございます。
佐藤君
安中利彦様、徳永光俊様、尾都野一刀様、ご入会おめでとうございます。
兼安君
徳永さん、安中さん、尾都野さん、入会大歓迎です。これからのロータリー
ライフを満喫してください。
吉原君
安中さん、徳永さん、尾都野さん、周南西ロータリークラブへようこそ！い
いメンバーばかりですから、どうぞ気楽に明るく楽しくやりましょう！
近間さん
新入会員の皆様、ようこそご一緒できることを心よりうれしく思います。
廣田君
安中さん、徳永さん、尾都野さん、ご入会おめでとうございます。親睦委員
長の廣田です。一年間どうぞよろしくお願いいたします。
宮本君
安中様、徳永様、尾都野様、ようこそ周南西ロータリーへご入会いただきま
した。よろしくお願いいたします。
香川君
檜垣会長年度が始まりました。金岡幹事、今年度もよろしくお願いいたしま
す。妻の誕生日のお祝いありがとうございます。
土屋君
妻の誕生日のお祝い、ありがとうございました。我が家にいただいた定額給
付金すべて妻のハンドバッグになりました。こんな私ですが、これからもよ
ろしくお願いします。
原田(康)君 家内の誕生日のお祝い、ありがとうございます。毎年、この例会のおかげ
で誕生日を忘れることがなく、助かります。
京瀧君
檜垣会長、金岡幹事、一年間頑張ってください。私もＳＡＡとして一生懸命
頑張ります。土屋委員長、よろしくお願いします。結婚記念日のお祝い、あ
りがとうございます。
竹光君
申し訳ございません。所用のため早退いたします。
御園生君
申し訳ございません。所用のため早退いたします。
合計
累計

４６,０００円
８９,０００円

♪今月の愛唱歌♪
我は海の子
我は海の子
煙たなびく

作詞：宮原晃一郎
白波の さわぐいそべの 松原に
とまやこそ 我がなつかしき 住家なれ

◎ロータリー情報◎
ガバナーから地区の皆様へ
国際ロータリー第 2710 地区
2020-21 年度ガバナー 脇 正典
いよいよ新年度がスタートいたします。しかし、新しい年度を迎えるに当たり、クラブ会
長をはじめとするクラブ指導者チームの方々には PETS や地区研修・協議会に出席できず、
十分な準備をすることができなかったことと思います。新型コロナウイルスの蔓延のためと
はいえ PETS、地区研修・協議会が開催できずお詫び申し上げます。PETS、地区研修・協議会
の冊子でお伝えしていますが、ここに改めてクラブ会員の皆様に新年度の RI 会長テーマ、
ガバナー信条をお伝えし、クラブ会員全員が元気なクラブ運営に取り組んでいただきますよ
う期待いたします。
〇2020-21 年度 ホルガー・クナーク RI 会長テーマ
「Rotary Opens Opportunities」 「ロータリーは機会の扉を開く」
〇RI ロータリーの戦略的優先事項(2019-20 年度から 5 年間)
・より大きなインパクトをもたらす
・参加者の基盤を広げる
・参加者の積極的なかかわりを促す
・適応力を高める
〇RI
1.
2.
3.
4.

2020-21 年度年次目標
新しいクラブを作る（衛星クラブ等）
各クラブで戦略会議を開く
新会員を注意して選ぶ
ポリオ根絶

〇ガバナー信条
「不易流行～楽しくなくてはロータリーではない～」
運営方針
各クラブで最も重要とする不易流行を考え、クラブ運営をする。
不易
職業倫理・nobles oblige・親睦・家庭教育
流行
多様性（公式訪問の見直し等）・少子高齢化への対応・他団体との連携
会員増強（女性・若い人）
RI はコロナ対応として、バーチャル会議の開催等を提案しています。ロータリーだけで
なく、コロナをきっかけにして世界や日本の政治・経済・社会のありかたが大きく変化する
ことが考えられます。各クラブは時代に即応するクラブ運営のあり方を真剣に考える必要が
あります。まさに流行への対応です。幸いなことに RI は柔軟性を提唱し、各クラブが主体
性をもって細則を決めることを認めています。勿論、結果責任は各クラブでとることになり
ます。厳しい状況ですが、皆で頑張りましょう。

