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のおそれもある。爆発事故の場所を調べてみると五
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福ロータリークラブの例会場のアンバサダーホテル
から東へ２～３Km くらいのところで、住宅や商店が
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並ぶにぎやかな地区です。
高雄のロータリークラブの会員とご家族の皆様は
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幸いに無事とのことです。
五福 RC からの連絡で、高雄市の復元のために各地

辻
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で募金活動を高雄市政府と協力して行っています。
とのことで当クラブにも協力の依頼がきています。
詳細は後程、委員会報告で宍倉国際交流委員長から
ご案内いただきます。
昨日、ロータリーの奉仕部門、五大奉仕について
確認してみました。五大奉仕とは、クラブ奉仕、職
業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕ですが、
以前は四大奉仕でした。それまで社会奉仕の中に置

みなさん

こんばんは

かれていた、青少年奉仕が 2010 年の規定審議会で追

9 日の納涼家族例会には、多くの会員とご家族の

加になり五大奉仕となりました。古くなりますが、

方々にご参加いただきありがとうございました。ま

国際奉仕は 86 年前の 1928 年にミネアポリス国際大

た本日は東京城西ロータリークラブから当クラブ元

会でそれまでの三大奉仕から追加されています。

会員の原田様にお出でいただきありがとうございま

クラブ奉仕はクラブの機能を充実させるためにク

す。原田様は現在ホテルニューオータニ本社で常勤

ラブ内で会員が取るべき行動を、職業奉仕は、ロー

監査役としてご活躍されています。

タリーの真髄で専門分野を通じて奉仕の理念を実践

さて、当クラブの姉妹クラブの五福ロータリーク

していくこと、社会奉仕は地域社会に住む人々の生

ラブのある高雄市で、７月３１日の深夜に発生した

活の質を高めるために、時には他と協力しながら、

大規模ガス爆発事故では３０人が死亡、約３００人

会員が行う様々な取り組み。国際奉仕は他の国の

が負傷する事故がありました。ガス爆発の現場では、 人々を助けることを目的としたクラブの活動やプロ
道路数百メートルが陥没し、消防車や乗用車が何台

ジェクトに協力することです。

も横転するなどしており、有力紙は「まるで爆撃を

今回の大規模ガス爆発事故で被災して困っている

受けた戦場のようだ」と伝えています。爆発は数カ

高雄の方々へ、国際奉仕および社会奉仕として、皆

所で数回にわたって起き、道路が数メートル陥没。

様からも募金のご協力をお願いして、本日の会長挨

約４・４キロにわたって被害が出て、炎が１５階建

拶とさせていただきます。

てビルの高さまで立ち上る場所もあったという。
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現場付近の道路上には粉々になったアスファルトが
散乱。一部の商店や民家は爆発の影響で傾き、倒壊

ありません。
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例年９月～１０月にかけて行われていますロータ
リー情報研究会が７月２７日にアパホテルで開催さ

国際交流委員会

宍倉

委員長

れました。今回のテーマは各クラブでクラブ研修リ
ーダーを確立するというテーマで﨑山ＰＤＧの基調
講演のあと各クラブの現状グループディスカッショ
ンで交流を深めました。地区内各クラブより２００
余名の皆さんが集まりました。
内容の主なものは以下の通りです。
なぜ、リーダーシップが必要か！

台湾高雄市で７月３１日の深夜にガス爆発事故で

私たちがロ－タリアンとして成長し、充実した活動

多数の死傷者が出た事故のことは皆さんご存知だと

するためには、ロ－タリアン一人一人が、ロ－タリ

思います。

－を本当に理解し、自発的なモチベ－ションを高め、

先週、姉妹クラブである五福ＲＣから義援金の要
請が参りました。

コミュニケ－ションを活発にして、クラブの活動に
つなげて行く必要がある。

内容を紹介しますと、五福ＲＣの会員には被災者
は幸いにもいない。台湾各地で被災者支援のための
募金活動を開始した。７地区で２５００万元（約８

クラブのリーダー
１、 クラブ会長とクラブ研修リーダー はその年度
のクラブの代表者

５００万円）の募金を予定しており、高雄市政府と

２、会長は、クラブの指導者として、クラブと理事

協力していく。ロータリーの社会奉仕の精神で高雄

会の会合の議長を務め、ロータリーの奉仕プロ

市の被災者のために力になりましょう。募金で集め

グ ラムの推進を監督します。

たお金は８月２５日までに、指定口座に振り込んで
いただきたい。

３、クラブ研修リーダーは、
① 会長年度のクラブ研修を充実し、年次目標の

当クラブでは、期限までには間に合いませんが、
９月１日開催の理事会で募金額の決定を行い、併せ
て有志の募金も受け付けるという形にしたいと思い
ます。

達成を支援します。
② 長期的な視野で、会員の指導力開発を推進し
ます。（指導者の育成と継続性の確保）
クラブ研修リーダーの任命

なお、今回の依頼文については、当委員会の洪委
員が翻訳してくれました。今後の対応については社
会奉仕委員会と協調してまいります。
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クトが行う。他の役職と兼任も可。
２、任期 クラブ研修リーダーの任期は１年。（連続

皆さんのご理解とご協力をお願いします。

セ

１、クラブ研修リーダーの任命は、 クラブ会長エレ

告

で就任できる任期は３期まで）
３、資格要件 ：資格は特に要しないが、研修･教育
の技能を持ったパストガバナー、パスト会長、
理事会メンバー、ロータリー情報委員会委員長

ロータリー情報研究会

加藤

管理運営委員長

などが望ましい。
クラブ研修リーダーの役割
①クラブ長期計画の立案
②年次目標の設定
③クラブ協議会での情報提供
④クラブ内および地区・クラブ間の意思疎通を図る
⑤クラブ指導者の育成と継続性の確保

⑥委員会構成とクラブ細則の変更

広報・ＩＴ委員会

山本委員長

⑦親睦の機会を設ける
⑧奉仕プロジェクト・委員会活動への積極的参加
⑨包括的な研修を行う
クラブの長期計画策定のために
１、目標設定：世界や日本、そして地区のロータリ
ーの実情を良く理解しているＰＤＧ,パスト会
長が中心となって、クラブの将来像をイメージ
するきっかけ：５年ごとにクラブの周年行事を

広報公共セミナー報告

活用する

内容は三点

２、いろいろなことに手を出すのではなく、クラブ
の資金、会員数を考慮して的を絞った活動計画
を作成する

：後で問題が起こらないようにす

る
３、人材育成のためには、クラブから毎年少なくと
も数名の地区役員を送り出して研修させ、ガバ
ナー補佐、ゆくゆくはガバナーを選出する：リ
ーダー
４、クラブ会員の意識を向上（レベルを上げる）さ

１．ロータリーのロゴが新しくなった
・いろいろ制約があるので使用時は気を付けて
ください
・古いロゴで作成している、バナー等は無くな
ってから変更で大丈夫
２．広報公共イメージに関して
・ホームページの再確認（誰が見るページなの
か、考えて作ってあるか？）
－＞会員専用ページは会員用だから自由に使

せるため、日々の研修を怠ってはならない 自ク

用する

ラブの歴史、職業奉仕理論、社会奉仕理論、ロ

－＞公に公開している部分が、ＨＰの本来の

ータリーの哲学（シェルドン）、決議 23-34、規

目的である

定審議会の採択議案の研修は必須
５、米山記念奨学生、財団奨学生、国際親善奨学生
を例会に呼んでの卓話：感動を与える
６、自クラブから規定審議会へ上程案を出すぐらい
の意気込みが必要
７、クラブ会員一人一人にテーマを与え、例会時間
に 5 分間スピーチを行わせる：興味
８、奉仕活動、海外への旅行などで行動するときに
はできるだけ多くの会員に声をかける、遊ぶ要
素、楽しみを入れなければ長続きしない：楽し
くなければ継続できない
１０、数は力なり、会員数が多くなければ活発な活
動はできない（資金面等）：会員増強
１１、自分たちの成果を地区大会や地域で宣伝する
（自慢しすぎはやっかみを生む）：広報
１２、チャンスは絶対逃さない：身近な所に奉仕の
芽が落ちている

ロータリーの宣伝になっているか？
＊当クラブのページも、もっと社外活動内容
を全面にだすべきかな？お金がかかるな？
・社外活動を、メディアに取り上げてもらう。
たとえば、記念碑などの場合！！
－＞どうしたらいいか？
必要なものを提供しているか？
必要なものの見分け方として、設置場所
を通る一般人にアンケートをとる
実際に行っているか？クラブ内だけで相
談して、実施していないか？
＊逆に、苦情がくるような邪魔なものを作っ
ていないか？（有難迷惑）
３．ＭｙＲｏｔａｒｙの説明
・ＭｙＲｏｔａｒｙとは
－＞ＲＩのＨＰ中にロータリアンのページと
してマイロータリが用意されている
（ＲＩページは一般の人の為）
・ＭｙＲｏｔａｒｙの内容とは

ー＞ロータリアン同士の交流の場
－＞寄付金の総額
－＞登録してみれば、わかります
＊ロータリアンとして為になる情報が満載だそ
うですので、ぜひ、登録して
みてくださいということです。

東京城西 RC 原田

様

久しぶりに皆さんのお顔を拝顔し、うれしく思
います。
山本会員
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松澤会員
納涼大会に参加出来ず申し訳ございませんでし
た。
計 13,000 円
累計

２４８，０００円

８月４日分コメント
辻

会長
お誕生日お祝いありがとうございました。
坂本君、卓話ありがとうございました。

宍倉会員
坂本君、お帰りなさい。今後のご活躍大いに期
待しております。
鳴海会員
台湾高雄でのガス爆発の早期復興を願っており
ます。
飯田会員

・・・・・・・
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