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『ロータリーデー』のイベントはロータリアンが地元地域で存在
感を高め、長期的なパートナーシップを構築し、入会への関心ロー
タリーの公共イメージを高める機会になるとラシン会長は述べて
います。
ロータリーデーとは、地域社会の人々に、楽しみながら情報を学
んでもらうイベントを催し、ロータリーを紹介するという、とて
もシンプルなものです。
クラブ入会への関心を持ってもらい、ロータリーについてもよく

■点鐘
■国歌斉唱「君が代」
■ロータリーソング「四つのテスト」
（ソングリーダー 古田哲朗 )

■熊本東南ロータリークラブソング「未来」

理解してもらえる、またとない機会となるでしょう。

（ソングリーダー 古田哲朗 )
ロータリーデーの実施は、クラブが単独で実地するか、近隣クラ
ブが協力して合同で実施しても構いません。また、地区をあげて
大規模なロータリーデーを実施するのも一案です。

■来訪者紹介
（会長 内田信行 )

東南ロータリークラブに於いては、ポリオ根絶の募金活動をロー
タリーデーにしたいと思っております。

佐世保東ＲＣ 緒方大輔 君
米山奨学生 李靖清 君

日程については、今日の理事会で協議したいと思っております。
ロータリーデー開催のヒント

■県外の来訪者からの一言
佐世保東ＲＣ

・イベントの一環として、参加型の奉仕プロジェクトを実地する。
これにより参加者は、地域社会に好ましい影響を与えるロータ
リーの活動を直に体験することができます。
・興味深い話のできる講演者、著名人、音楽家など、参加者の関
心を呼ぶゲストを招く。
・食べ物を提供するイベントを行う場合は、社交的な食事より、
バーベキュー大会のような堅苦しくない方法を選ぶ。
・ロータリーの重点分野に関連する地域社会の課題に取り組む活
動を盛り込む。
・参加料は低く設定する。地元の企業にスポンサーになってもら
うことも一案です。

緒方大輔 君

■誕生祝い
【会員】堀内健太郎 君 ８月 ２日
松岡 泰光 君 ８月２１日
小野川善久 君 ８月３０日

■米山奨学金の授与
米山奨学生

李靖清

・家族で参加しやすいイベントにする。
・ロータリーの専門用語や、ロータリーだけで適用するような慣
行は避ける。

君

■会長の時間
（会長 内田信行 )
『ロータリーデー』の開催について
会員を増やし、ロータリーの重要な活動を
多くの人に知ってもらうため、バリー・ラ
シン会長は、楽しくて情報豊かな『ロータ
リーデー』を開催するよう全世界のクラブ
と地区に呼び掛けています。

・
『交友関係を広げ、アイデアや意見を交わし、行動を起こすこ
とで地元地域や世界に貢献できる』というロータリーの魅力を
感じてもらうイベントとする。
・地元のロータリー会員、ローターアクター、インターアクター、
その他の地域社会のメンバーが重要な人道的貢献を行った例を
紹介する。
・ロータリーの奉仕の理念を実践している地域社会の人を表彰、
または紹介する。
・他団体や地元企業との協賛でイベントを実地し、より大きな影
響を地域社会にもたらす。
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・地元のメディアに、イベントの情報や記事を掲載、または放送
してもらう。
・参加者の連絡先記録し、イベント後に例会やクラブの行事に招
待する。
実地したロータリーデーのイベント風景を、ソーシャルメディア
のインスタグラムやツイッターでご紹介ください。
これらの写真を、ハンブルグ（ドイツ）で開催される２０１９年
ロータリー国際大会で紹介することを予定しています。また、一
部の写真を各種ロータリーメディアで紹介することを予定してい
ます。
『35.000 のロータリークラブ、10.000 のローターアクトクラブ、
22.000 のインターアクトクラブが地域社会と一体になって活動
する世界を想像してみてください。その影響は計り知れないもの
となるでしょう』（バリー・ラシン RI 会長）

■幹事報告

■委員会報告
（姉妹クラブ担当委員 古庄浩二 )
和歌山東南ＲＣ訪問について

■委員会報告
（青少年奉仕担当委員 宮川義行 )
８月３日米山夏季研修会が鳥栖で行われました。山田会員、松岡
歩紗実会員、お疲れ様でした。
アクト例会 ８月１８日２０：００〜、清水公民館
米山奨学生 李靖清さん、
他クラブ卓話（西天草、肥後大津、熊本菊南、熊本、熊本東）

■委員会報告

（幹事 中島祐爾 )

（会報・雑誌担当委員 沼田敏雄 )

１）

ロータリーの友８月号紹介
①右ページから p.25 に熊本東南ＲＣ・熊本東南ＲＡＣ共同で
知行きを清掃の掲載あり。

瀧満ガバナーより、ガバナーノミニー決定の報告。
（２０２１〜２０２２年度ガバナー）
大分キャピタルロータリークラブ

大森 克磨

氏

②左ページから p.33 に熊本グリーンＲＣ創立３０周年記念事
業掲載あり。

２）
瀧満ガバナーより、ガバナーノミニー・デジグネート候補者推薦
について（大森克磨ガバナーノミニーの次の方）
。
提出期限

２０１９年９月３０日（月）必着

提 出 先

〒８６０−０８０７

熊本市中央区下通２−７−７

（出席・プログラム担当委員 松岡泰光 )

アールテラス４Ｆ
地区事務所内

ガバナー氏名委員会

■出席報告

宛

３）

月日

地区管理運営部門より、案内。

44
07 月 17 日 （免 3）
41
44
07 月 24 日 （免 3）
41
07 月 31 日

４）
慈愛園子供ホームより、「きっず」Vol.50 の送付。

■今後の予定

修正出
席者数

出席率
（％）

36

2

38

92.68

34

3

37

90.24

休会（クラブ指定）

44
08 月 07 日 （免 3）
41
☆新 入 会
☆退
会
☆出席免除
07 月 17 日
07 月 24 日

MU

会員数 出席者数

鷲山法雲
鷲山法雲

☆欠席者 4 名
07 月 17 日 渡邊一弘
07 月 24 日 川崎直樹

34

志賀重人
住江正治

島村徹男
島村徹男

堤
堤

小松野正彦
小松野正彦

今度の 100% 出席の日は
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34

勝也
勝也

82.93

山坂哲生

8 月 28 日（9 月 1 日）です。

■スマイル報告

■新年度方針および委員会卓話

（親睦・スマイル委員 小野川善久 )

（会員増強委員長 松本一也、会員増強担当委員 小畑成司 )

◎緒方大輔（佐世保東ＲＣ）1,000 円
佐世保東ＲＣの緒方大輔と申します。本日はお世
話になります。

◎横山佳之

30,000 円
父の葬儀に際しましては皆様のお気持ちをいただ
きまして本当にありがとうございました。お陰様
で無事に済み、今は色んな手続きに追われています。

担当委員 小畑成司
委員

活動方針
地区方針

白木誠一

会員とクラブの特徴を活かした増強を目指し、柔軟に対
応していく

クラブ方針 会員数の維持・増加は、クラブ存続の根幹であり、
これを最優先事項として実行する。

◎白木誠一

実施計画

10,000 円
暑中お見舞い申し上げます。暑い中お体に注意し
て下さい。

（１）新入会員の獲得を、真伨に実行に移す為に、会員に毎月一
回勧誘予定者のプロフィールを、委員会に提出してもらう。
（２）前項の勧誘予定者に対する、アプローチの方法・成果を、

◎宮川義行

毎月一回報告をしてもらい、他の会員も積極的にアドバイ

6,000 円
８月３日米山研修会、山田会員、松岡歩紗実会員、

ご苦労様でした。９月１０日の靖清さんの米山外
部卓話、事故の無いよう協力していきたいと思い
ます。台風被害も少なくて良かったですが、これ
から次々来そうなので、皆さん気をつけて下さい。暑さ対策をしっ
かりして、この夏を無事に乗り越えていきましょう。

ス等の協力をする。
（３）紹介者から勧誘予定者に、アポを取ってもらい、会員増強
委員会のメンバーからも、勧誘活動をする。
（４）以上の方法をもって、一年間に５名以上の新入会員の獲得
を目指す。

■点鐘
◎出先教明

5,000 円
先日は歓迎会を開いて頂きありがとうございまし
た。年会費も納めました。これからも出席できる
ように仕事とロータリーの両立ができるようにが

編集者
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5,000 円

5,000 円
昨日は台風で残念ですが慈愛園のサマーキャンプ

が中止になりましたが、反省会は予定通り行いま
した。色々な意見を頂きありがとうございました。
梅雨明けて厳しい夏が続いています。皆様におか
れましては熱中症には気をつけてお過ごし下さい。
◎潮谷愛一
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会員の皆様、「暑中お見舞い申し上げます」。この
暑さにもかかわらず熱中症に注意しながら毎日
ジョギングしています。子育てには体力が要りま
すので。娘が「パパどうしてそんなに色が黒いの？」
と言いましたので、私も「あなたはどうしてそんなに色が白い
の？」と言い返しました。色の違いはまだ理解できないようです。
◎内田信行

沼田敏雄

--------------------------------------------------------------------------------------------
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ᵧᵫỂấपỚỉ
ỾἢἜὊᙀ˱
ỉႏಮ

ᨥἿὊἑἼὊᇹᵐᵕᵐᵎעғ
ᵐᵎᵏᵗᵋᵐᵎᵐᵎ࠰ࡇỾἢἜὊ
 ίɶᵰᵡὸ

ᨥἿὊἑἼὊᇹᵐᵕᵐᵎעғ
ᵐᵎᵏᵗᵋᵐᵎᵐᵎ࠰ࡇሥྸᢃփᢿᧉᧈ
 ߷ؗᝮӪί༇ஜҤᵰᵡὸ

ሥྸᢃփᢿᧉ૾ᤆ Ẓ˟Ճឱࡇᵏᵎᵎ
˟Ճឱࡇᵏᵎᵎή
ᵏᵎᵎήỉἁἻἨ˺
ỉἁἻἨ˺ụẓ
˟ՃồỉἇὊἥἋ
ồỉἇὊἥἋί
˟Ճ
ồỉἇὊἥἋίڊˁὸ
ڊˁὸỉΪܱ
ὉሥྸᢃփۀՃ˟ỆợỦἁἻἨ
ἁἻἨ̊˟
ἁἻἨ̊˟ỉ
̊˟ỉࣱ҄ૅੲίЈࠗὉ˟إὉҢᛅὸ
ࣱ҄ૅੲ
ὉሥྸᢃփۀՃ˟ỆợỦἁἻἨỉửឬảẺज़ѣႎ
ज़ѣႎễ
ज़ѣႎễЈ˟ẟỉ
Ј˟ẟỉೞ˟оᡯ
ẟỉೞ˟оᡯί
ೞ˟оᡯί̊˟˖ဒὉ
̊˟˖ဒὉӋьὸ
Ӌьὸ
˟ՃỆợỦἇὊἥἋ
˟ՃỆợỦἇὊἥἋί
ỆợỦἇὊἥἋίڊˁὸ
ڊˁὸỉஇ҄ٻ
ὉᵰᵪᵧۀՃ˟ỉἍἱἜὊửᡫẲềẆ˟ՃỉႏಮỉἿὊἑἼὊồỉྸᚐửขỜẆἿὊἑἼὊѣồ
ỉἴἓἫὊἉἹὅử᭗ỜễầỤẆ؏עᅈ˟ẆᎰئẆܼࡊỆấẟềẆஇٻᨂẸỉщửႆੱỂẨ
ỦợạૅੲẲềộẟụộẴẇ

ሥྸᢃփᢿᧉ࠰᧓ἋἃἊἷὊἽ
ᙹݙܭᜭ˟إԓ˟

ᵐᵎᵏᵗ࠰ᵏᵎஉᵔଐίଐὸ

ᵏᵎᾉᵎᵎ῍ᵏᵐᾉᵎᵎ

ἭἽἚἭὊἽٻЎ

ሥྸᢃփἍἱἜὊ

ᵐᵎᵏᵗ࠰ᵏᵎஉᵔଐίଐὸ

ᵏᵑᾉᵎᵎ῍ᵏᵔᾉᵑᵎ

ἭἽἚἭὊἽٻЎ

ᵰᵪᵧἣὊἚḩẅ

ᵐᵎᵐᵎ࠰ᴾᵏஉᵐᵓଐίםὸᴾ

ᵗᾉᵎᵎ῍ᵏᵕᾉᵎᵎ

ἭἽἚἭὊἽٻЎ

ἁἻἨࣱ҄ἍἱἜὊ

ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵐஉ᪭

ᵏᵎᾉᵎᵎ῍ᵏᵐᾉᵎᵎ

சܭ

ᵰᵪᵧἣὊἚḪ

ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵑஉᵏᵒଐίםὸ

ᵗᾉᵎᵎ῍ᵏᵕᾉᵎᵎ

ἭἽἚἭὊἽٻЎ

ᵰᵪᵧἣὊἚḫ

ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵓஉᵐᵑଐίםὸ

ᵗᾉᵎᵎ῍ᵏᵕᾉᵎᵎ

ἭἽἚἭὊἽٻЎ

ᙲ
ሥྸᢃփἳὅἢὊỊẆ
ẟếờẸịỆẟộẴ

ἁἻἨὉἂἽὊἩҥˮ
ἁἻἨὉἂἽὊἩҥˮỂỉ
ҥˮỂỉҢᛅ
ỂỉҢᛅί
ҢᛅίἩἿἂἻἲὸ
ἩἿἂἻἲὸỉ੩̓ửẟẺẲộẴ
੩̓ửẟẺẲộẴẇ
ửẟẺẲộẴẇ
ЈЭἳἝἷὊỊ
ЈЭἳἝἷὊỊɦᚡ
ἳἝἷὊỊɦᚡỉ
ɦᚡỉᡫụṞ῍ṠỆềấᫍ
ỆềấᫍẟẲộẴẇ
ẟẲộẴẇ
ὉעғʙѦỆᩓᛅẆᵤᵟᵶẆộẺỊἳὊἽỂấဎᡂỚɦẰẟẇ
ਃ࢘ᎍợụẆࢸଐắᡲዂỉạảẆấӳẶẰẶềẟẺẻẨộẴẇ

様に迷惑をおかけしました。

̊˟ỉҢᛅỂ
ấपỚỉ
ἩἿἂἻἲۀ
Ճᧈỉႏಮ

ٻЎჄ

ṞЈЭሥྸᢃփἍἱἜὊ
ЈЭሥྸᢃփἍἱἜὊ
ᵐᵎᵏᵗ࠰ᵏᵎஉᵔଐίଐὸỆʖܭỉעғሥྸᢃփἍἱἜὊỉϋܾửấފẬẲộẴẇ
ἁἻἨဦᚘဒẆܭഘ٭ỆểờễạἁἻἨᢃփẆᵰᵪᵧỆếẟềὉὉὉ˂

༇ஜჄ

ṟЈЭᵰᵪᵧ
ЈЭᵰᵪᵧ˳᬴˟
ᵰᵪᵧ˳᬴˟
ᵰᵪᵧỆếẟềỉᛟଢ῍ܱᨥỆᵰᵪᵧử˳᬴ẲềẟẺẻẨộẴẇ
ӲἘὊἨἽỆᵢᵪᣐፗẲἘὊἰỆඝẾềἙỵἋỽἕἉἹὅ࢟ࡸỉἿὊἑἼὊỉѠࢍửẲộẲỢạẇ
ἘὊἰỊἣὊἚḩ῍ḫỉɶẦỤẆẝỤẦẳỜἁἻἨểӳẶẲềἦἕἁỴἕἩ

ṠЈЭᙹݙܭᜭ˟إԓ˟
ᵐᵎᵏᵗ࠰ᵒஉỆᘍỪủẺẆᙹݙܭᜭ˟ỉإԓửẟẺẲộẴẇ
ɼỆẆἁἻἨᢃփỆ᧙ẴỦẮểỆἋἯἕἚửẝềộẴẇ
ẼễỚỆᵐᵎᵏᵗ࠰ᵏᵎஉᵔଐίଐὸٻЎỆềẐᙹݙܭᜭ˟إԓ˟ẑử͵ʖܭỂẴẇ
ሥྸᢃփᢿᧉἳὅἢὊ

−３−

G20 大阪サミットでポリオ根絶へのコミットメン
トを再確認

会員増強は、ロータリーの最優先事項の一つで、
より大きな変化をもたらすために欠かせない要素です。

投稿日 : 8 月 2, 2019

（詳細は下記 URL を参照してください。）

〜日本のリーダーシップの下、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ、プライマ
リ・ヘルス・ケア、そしてポリオ根絶への決意を宣言

https://my.rotary.org/ja/learning-reference/learn-topic/
membership

クラブの成長に役立つ資料：
・クラブの現状を評価する
・現会員の参加を促す
・入会候補者とつながる
・入会候補者情報を管理する
・新会員が溶け込みやすい環境をつくる
・活気あるクラブをつくる
2019 年 6 月の G20 大阪サミットでポリオ根絶へのコミットメ
ントを表明した各国首脳。 ©G20

・クラブの現状を評価する

（※この記事は GPEI ウェブサイトの記事からの日本語訳です。）

会員のニーズに応え、
地域社会を反映したクラブづくりに役立つ資料：

2019 年 6 月 28 日と 29 日、大阪で G20 サミットが開かれ、

・クラブの健康チェック：

ポリオ根絶をはじめとする世界の諸問題について各国首脳が協

クラブが地域社会にとって大切な存在であり続けるために、定

議しました。

期的にチェックしましょう。

「G20 大阪首脳宣言」は次のように述べています。「我々は、ポ
リオを撲滅し、エイズ、結核及びマラリアの流行を終わらせる

・あなたのクラブは健康ですか？：

とのコミットメントを再確認するとともに、世界エイズ・結核・

会員が満足するクラブづくりのために奉仕活動、親睦、公共イ

マラリア対策基金の第 6 次増資の成功を期待する」
。2019 年

メージ、
クラブ運営を改善する方法を紹介。ラーニングセンター

11 月には、ポリオ根絶の達成に向けた全額資金確保を目指し

から利用可能。

て、世界ポリオ根絶推進活動（GPEI）の誓約会議がアラブ首長
国連邦で開催されます。

・会員増強のための評価ツール：

歴史的に G7 と G20 は、首脳と保健大臣レベルでポリオ根絶に

クラブの会員傾向と入退会の状況を分析し、多様な会員基盤づ

対する力強い政治的支援を寄せてきました。
「G20 大阪首脳宣

くりに生かすことのできる資料。

言」には、「医薬品へのアクセス、予防接種、栄養、水・衛生、
健康増進及び疾病予防を含むプライマリ・ヘルス・ケアは、健

・地元の職業を反映したクラブに（職業分類調査）

康及び包摂を前進させるための礎である」と述べられています。

・多様な会員が集まるクラブに（多様性調査）

今年の G20 と 2016 年の G7 も含め、
議長国日本はこれまで、
「保

・入会候補者を見つける（入会候補者情報の収集）

健」が持続可能で包摂的な経済成長に不可欠であるという認識

・会員維持力を高める（会員維持調査）

に基づき、グローバルヘルスを主要アジェンダとするために力

・会員の満足度を高める（会員満足度調査）

を注いできました。日本のリーダーは、
「ユニバーサル・ヘルス・

・退会理由を理解する（退会者アンケート）

カバレッジ（UHC）
」に焦点を当て、UHC が保健システムの強
化および定期予防接種やポリオ根絶を含むプライマリ・ヘルス・

・クラブ会員基盤の多様化：

ケアにとって不可欠であることを示しました。

多様な会員基盤を築き、クラブの奉仕力を高める方法を紹介し

さらに日本は、2019 年 9 月の国連総会における UHC に関す

た ラーニングセンターのコース。

るハイレベル会議の計画、および政治的宣言「UHC：より健康

・Understanding Membership Reports: Getting Started（英語）
：

な世界をつくるために共に進む」（仮訳、原文「UHC: Moving

会員増強の現状と課題を知る上で役立つ会員データの活用方

Together to Build a Healthier World」
）を完成させるための協

法。

議プロセスにおいてもリーダーシップを執っています。
日本ではこのほかにも、2019 年 10 月に岡山で G20 保健大臣
会合、2019 年夏に横浜でアフリカ開発会議（TICAD）が開催

・現会員の参加を促す

されます。後者では、世界ポリオ根絶推進活動（GPEI）の新し
いパートナーである Gavi ワクチンアライアンスのプレ会合が

※以降は次週以降に掲載予定

行われます。
【関連記事】
>>ポリオとの闘いがほかの疾病にも大きな影響をもたらす 5 つの理由
>> 世界ポリオ撲滅推進活動（GPEI） 今年で 30 周年
>> WHO が 3 つのポリオ動画を公開
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