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2018～2019 年度ＲＩテーマ

BE THE INSPIRATION
クラブ会長のテーマ：ロータリアンの自覚を！
会長 茅園 建新

今週の例会プログラム(10 月 23 日)
日)
「兵庫県プロバス協議会」
場所：兵庫県教育会館 ラッセホール」

幹事 八十島 典子

次週の例会プログラム（11 月 3・4 日）

「ひょうご五国+ワールドフェスタ」」
日)
HYOGO フェスタ実行委員長

担当：神戸北プロバスクラブ

丸尾 研一氏

【平成 30 年 10 月 15 日の例会より】
ソング：君が代・四つのテスト

【平成 30 年 10 月 22 日の例会より】
➬会 長 報 告（茅園会長）
皆さん今晩は
本日はガバナー公式訪問例会です。矢野ガバナー、澤村ガバナー補佐、永井さまと、山谷さまご
来訪いただきまして厚く御礼を申し上げます。
先刻、会長・幹事懇談会が行われました。矢野ガバナー、八十島幹事、私の３名で懇談をさせ
ていただき貴重なご指導を賜りました。
後ほどガバナーよりお話をいただきますので、これからのロータリー活動の参考とさせていた
だきたいと思います。
ガバナーは本当に忙しく大変なお役だと思いますが、お身体に十分注意をされご活躍されるこ
とをお祈り申し上げます。
本日はご指導のほど宜しくお願い致します。
先日の臨時総会で神戸西ロータリークラブとの合併問題にご理解をいただきましたので、色々
紆余曲折はあろうかと思いますが話を進めて参りたいと思います。
明日 23 日、兵庫県プロバスクラブ交流会があります。神戸北プロバスクラブが当番幹事で当ク
ラブも積極的に応援いたします。また、集合は 10：15 で中山手 4 丁目のラッセホールです。現在
9 名の参加を聞いておりますが 29 日の移動例会になります。できるだけ多くの参加をお願いしま
す。

例会場
例会日
事務局

ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 9Ｆ 〒650-0002 神戸市中央区北野町１丁目 1 ＴＥＬ. 078-291-1121
金 曜 日 18:30～19：30
ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 11Ｆ 〒650-0002 神戸市中央区北野町１丁目 1
ＴＥＬ 078-231-2211 ＦＡＸ 078-231-2211
E-mail：info@rotarykn.com
ホームページ：http://rotarykn.com

➬幹 事 報 告(八十島幹事)
1. 2019 年 RI ハンブルグ国際大会の地区旅行のご案内が届いております。回覧しますので、参加ご希
望の方は、お申し出下さい。
2. 地区奉仕プロジェクト見学訪問のご案内
実施クラブ：神戸南 RC
プロジェクト名：パラスポーツを通じて多様性を理解するイベント体験
実施日：2018 年 11 月 17 日（土）9：30～16：00
実施場所：神戸市中央区港島中町 7 丁目 1-1 参加費：無料
メークアップ可
3. ハイライト米山 223 号・コーディネーターニュース 11 月号・他クラブの週報・例会プログラ
ム予定を回覧します。
4. 明日の例会は、兵庫県プロバス交流会に参加します。10：15 分にラッセホールに集合して下さい。
➫委員会・同好会報告
・社会奉仕委員会

山田社会奉仕委員長

北海道地震並びに、台風 21 号被害に対する義援金を寄付 BOX より 26.000 円、本会計より 24.000
円、合計 50.000 円を 10 月 18 日ガバナー事務所へ送金致しました。皆様のご協力に感謝致します。

➫本日の例会プログラム
「ガバナー公式訪問」

2018-19 年度国際ロータリー第 2680 地区
ガバナー 矢野 宗司様(加古川中央 RC)

神戸北 RC の皆様、本日は宜しくお願い致します。
先ほど会長が鳴らされた鐘は 2020 年の日本のロータリー100 周年を記念して、100 周年実行委
員会と東京ロータリークラブによって作成されたものであり、台座には 2680 地区の各クラブの名
前が創立年度順に刻まれています。本年度と来年度の 2 年間、公式訪問にこの鐘を持参して、ク
ラブの会長に点鐘をしていただくように、要請を受けております。
さて、本年度の国際ロータリー会長はカリブ海、バハマ出身のバリーラシン氏です。そして、
本年度の国際ロータリーのテーマは、
「BE THE INSPIRATION」(インスピレーションになろう)です
が、日本人には馴染みにくい表現です。これを理解するためには、アトランタ国際大会やトロン
ト国際大会でこれからのロータリーの方向性を示して強調された 4 つの言葉がキーワードになり
ます。すなわち、connect(つながる)、end polio(ポリオ撲滅), transform(変革する)、inspire(刺
激を与える、人々を鼓舞する)です。バリーラシン会長はその４つ目のキーワード、inspire を踏
まえて、BE THE INSPIRATION をテーマとしました。
従って、BE THE INSPIRATION とは、
「前進への刺激となる活力になろう」ということを意味し、
ロータリアンとしては、自らが人々を導く活力となり、ロータリーとしては、地域社会や国際社
会をより良くするための推進力となる団体になろうと捉えることができます。
また、バリーラシン会長は、120 万人の全会員がつながり、潜在力を最大限に発揮するように
inspire することができれば、ロータリーはさらに飛躍できる、世界中でロータリーが行っている
素晴らしい活動について世界がきちんと理解できるように、ロータリーの実績を PR してほしいと
訴え、RI とクラブのつながり、すなわち connect を訴え、公共イメージと認知度の向上を強調さ
2

れました。この connect を強めるため、私は今年の地区方針の一つに My ROTARY の登録率 50%以上
を掲げました。目標に向けてご協力をよろしくお願いします。
さらに、二つ目の方針として、ロータリーのプログラムを積極的に支援することによって、ロ
ータリーと青少年、地域社会、国際社会とのつながりを強めていきたいと思います。インターア
クトにおいては、8 月 1 日～6 日にタイのスタディーツアーを行いました。また、本年度はロータ
ーアクトクラブを公式訪問し、ロータリーとのつながりを強めたいと考えています。そして、青
少年交換においても本年度は例年より多い 8 名の交換を行っています。
そして、バリーラシン会長の強調する項目に「ロータリーデー」の開催があります。クラブで、
あるいはグループで、さらには地区で大規模なロータリーデーの開催をし、公共イメージの向上
を図ってほしいと呼び掛けています。
地区ではガバナー行動指針として、
「変化 Change)を恐れず、
変化をリードし、
新たな機会 Chance)
と捉え、挑戦 Challenge)していく」を掲げました。そして、それをもとに 4 つの方針、さらに 8
つの変革、3 つの挑戦を掲げました。詳細については、ガバナー月信をご覧ください。
そして、その挑戦の一つがロータリーデーとしての「HYOGO フェスタ」の開催です。本年度の兵
庫県政 150 周年を祝い、11 月 3・4 日に神戸メリケンパークで兵庫県政 150 周年記念事業として開
催し、公共イメージと認知度の向上を図りたいと思います。HYOGO フェスタの成功に向けて、是非
とも皆様方のご協力をよろしくお願い致します。
また、もう一つの挑戦が地区大会を私の地元である加古川で開催することです。従来の神戸で
の開催と違い、メンバーが手作りで準備を進めています。それがまたメンバーの活性化にもつな
がっています。是非、インスピレーションをもたらす大会にしたいと思います。最後になりまし
たが、一年間の皆様のご協力をお願いして、ガバナー訪問の挨拶とさせていただきます。
・・・例会記念写真・・・

矢野 宗司地区ガバナー

井関会員、八十島幹事、茅園会長、矢野ガバナー、澤村ガバナー補佐
永井随行員、山谷随行員

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

ニコニコ箱

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

矢野地区ガバナー：ご挨拶を頂きました。
澤村ガバナー補佐：多額のご芳志を頂きました。
茅園会長： 矢野ガバナー、澤村ガバナー補佐、永井さま、山谷様、本日はよろしくお願いします。
八十島幹事：今日は矢野ガバナー、山谷様、永井様、お世話になります。
塩谷会員： 矢野ガバナー、澤村ガバナー補佐、本日はよろしくお願い致します。
松田会員： 矢野ガバナー、クラブ訪問ご苦労様です。よろしくお願い致します。
井関会員： 矢野ガバナー、本日は、お世話になります。
岡本会員： 矢野ガバナー様、お世話になります。
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西村会員： 矢野ガバナーをお迎えして。
山田会員： 明日のプロバス交流会、よろしくお願い致します。
合計 36.000 円
◎ ゲスト

累計 247.000 円

4 名 矢野 宗司様（地区ガバナー）加古川平成 RC 永井 敏幸様（随行者 加
古川平成 RC） 山谷 光様（随行者 加古川平成 RC）
澤村 正夫様（神戸第 2 グループガバナー補佐 神戸垂水 RC）

◎ 欠席者

5 名 森田会員、長手会員、西川会員、酒井会員、吉田会員

◎ 出席報告

会員数 18 名

出席者 13 名 免除会員 0 名 メークアップ会員 0 名

出席率 72.22％
➣行 事 予 定
・第 81 回ロータリーほろにが会
当番クラブ：神戸南ロータリークラブ
日 時：2018 年 11 月 24 日（土）18：00～受付開始 18：30～開会
場 所：神戸ポートピアホテル南館 1F「大輪田の間」
会 費：10,000 円
服 装：カジュアルスタイル
出席予定：茅園会長、八十島幹事、井関会員、山田会員、塩谷会員
・神戸第 2 グループ第 2 回会長・幹事会
日 時：2018 年 12 月 14 日（金）18：00～
場 所：神仙閣 神戸店
会 費：10,000 円
出席予定：茅園会長、八十島幹事
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