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第1774 回例会

先週（第1773回例会）の記録

点鐘  

会長会務

２０１７年８月２５日（金）12:30 ～ 13:30
    

ロータリーソング“四つのテスト”
会食（洋食）
会長会務  
    
＊ビジター紹介
＊先週は池上ガバナーを迎えての公式訪問でし
た。皆様のお陰で無事に応対できたことに感謝
致します。大変ご苦労様でした。
＊先週の金曜日の夜に東部５ＲＣ会長幹事会があ
りました。
＊８月の創業祝いを差し上げます。
生馬美津雄 田中章夫 西尾正博 廣谷全宣
本荘弘幸 山村保雄の各会員
＊８月の皆勤賞を差し上げます。
木原一志会員 ９年 油谷博文会員 ２１年
幹事報告  
    
＊例会変更のお知らせ。
鳥取
９月２１日（木）定款により休会
ビジターの受付はありません。
倉吉東 ９月１４日（木）移動例会
ビジターの受付は倉吉シティホテル３階にて。
＊第１回ＩＤＭを開催いたします。 ９月１５日
までに終了して下さい。
＊９月の主なスケジュール
９月 １日（金）定例理事会
９月 ３日（日）第１回倭島会長杯
９月 ８日（金）クラブ奉仕委員長会議
９月１０日（日）砂丘一斉清掃
米山奨学委員長会議（岡山）
９月２９日（金）年次総会
委員会報告  
    
＊親睦・出席委員会
出席率・スマイル報告
＊会員増強委員会
＊その他
卓話「自己紹介と自動車部品について」  
    

会員 伊藤紀子さん

２０１７年８月１８日（金）12:30～13:30
＊本日は池上ガバナーを迎えての公式訪問です。
早朝倉敷を出発され、当クラブへお出でいただ
き有り難うございます。先程、会長幹事懇談会
を終えて引き続きガバナーの基調講演をお伺い
致します。
＊少子高齢化が進む現代において、事業承継問題
はどんな経営者にも必ずやって来る経営問題の
一つです。2016 年の民間調査機関の実態調
査によると、鳥取県の後継者不在率は残念なが
ら全国トップ５に入っています。
鳥取県では「とっとり企業支援ネットワーク」
という機関が県内企業の支援を行なっており、
全国でも注目されています。また鳥取県産業振
興機構でも事業引継ぎ支援センターを立ち上げ
ています。
＊北朝鮮のグアム周辺へ弾道ミサイル発射計画を
受け、日本政府は昨日 47 都道府県の防災・危
機管理担当者に対して、全国瞬時情報システ
ム（J アラート）を発信する計画を示しました。
不測の事態にならない事を祈ります。
＊この度、ポール・ハリスフェローになられた松
島幹事に証書とピンをお渡しいたします。

幹事報告
＊ガバナー事務局より「ロータリポスター」が届
いています。各自事業所に掲示ください。
＊例会変更のお知らせ。
鳥取中央 9 月 11 日（月）を 9 日（土）に
9 月 25 日（月）夜間例会
ビジター受付は、定時定例会場にて
鳥取北
9 月 19 日（火）定款により休会
ビジター受付はありません。
＊松江東 RC より創立 30 周年記念誌。回覧しま
す。
＊九州北部豪雨災害義援金 49,000 円を送金し
ました。ご協力、有り難うございました。
出席率
８月１８日 会員５３名 欠席 8 名 84.31％
７月２８日 メーキャップ
5 名 86.27％
メーキャップ会員
８月６日 坂本 直会員、山下卓治会員 クラブ
雑誌・広報委員長会議（倉敷）へ
8 月 7 日 山下朋宏会員 鳥取中央 RC へ
スマイル
＊地区ガバナー池上 正様より。
＊倭島昭博会員 / ①池上ガバナー、高田随行幹事
様、本日は宜しくお願い致します。②地区大会
へのご参加に多くの協力を頂き、有り難うござ
いました。感謝申し上げます。③ 8 月 6 日に
クラブ広報・雑誌委員長会議へ出席された坂本
直会員・山下卓治会員大変ご苦労さまでした。
＊木原一志会員 / 池上ガバナー様、高田随行幹事
様本日はお世話になります。よろしくお願いい
たします。
＊松島 勇会員 / ①池上正ガバナー様、高田随行
幹事様、本日はご指導よろしくお願いいたしま
す。②ポール・ハリス・フェロー有り難うござ
います。
＊田中章夫会員 / 池上ガバナー様、ようこそお出
でいただきました。有り難うございます。
＊森下哲也会員 / ①しゃんしゃん祭に参加の皆さ
ん、ご苦労さまでした。②池上ガバナー様、本
日はありがとうございます。
＊金田卓也会員 / ①池上ガバナー様、高田随行幹
事様、本日は公式訪問大変お疲れ様です。あり
がとうございます。②誕生日祝、還暦になりま
した。
＊坂本 直会員 / 山下卓治さん、先日はありがと
うございました。
＊伊木恭憲会員 / 金田さんと葉狩さんと同じ誕生
日です。とても光栄に感じます。
＊土江富夫会員／誕生日祝、有り難うございます。
＊矢谷英志会員／誕生日祝、63 歳になりました。
＊竹内一昭会員／誕生日祝。
＊早退１件
合計３９，０００円
＊ R 財団特別寄附：１件
RI 第 2690 地区ガバナー 池上 正氏公式訪問

2017 年国際会議報告
「テーマ ロータリー：変化をもたらす」
2017 年ロータリー
国際大会が 6 月 11 日
から５日間、米国ジョー
ジア州アトランタにて
開催されました。私は
４日間国際会議に参加
し、 本 会 議 が ９ 回、 分
科 会 が 11 回 開 催 さ れ
ました。各会議の議題
は「私たちの年度」
「ロータリーの未来」
「戦略計画」
「ロータリーの財団」「公共イメージの向上」でし
た。
年度ごとに RI 会長のテーマは変わります。初
代からしばらくの年度は分かり易い英語のテーマ
でした。しかし、近年は英語圏以外の会員にはな
かなか理解が困難な英語のテーマが多くなってき
たように思います。
今年度のテーマは、世界に、地域社会に、人々
の人生に「変化をもたらす」ということです。具
体的には、「人道的奉仕の重点化」「ポリオ撲滅」
「クラブ基盤強化：変化が必要」「会員自身も自己
変革を」「男女会員のバランス－女性会員の増強」
「ロータリアンの平均年齢：40 歳以下の若い会
員の入会促進」です。
2017-2018 年度地区目標：最重点目標は「会
員増強」で、各クラブ３％増強を目指す。会員増
強は、クラブの基本中の基本です。入会式を印象
つける。入会式をガバナー訪問時に行ない、ガバ
ナーによりバナー贈呈を行なう。また各事業所に
「ロータリーのポスター」を掲示し、公共イメー
ジの向上、会員増強のロータリー活動のために活
用いただきたい。
優先事項の２番は「人道的奉仕の重点化と増
加」です。目標はポリオ撲滅への協力で、2018
年が達成の最終年度です。国際大会でもビル・ゲ
イツ氏の多額の寄付やジャック・ニクラウス氏の
ロータリー活動に対する評価や安倍総理の国際的
支援等も紹介されました。
来年の国際大会はカナダのトロントで 2018
年 6 月 24 日から 27 日まで開催されます。是
非ご参加ください。
地区副代表幹事 高田 一氏
地区大会の案内
２ ６ ９ ０ 地 区 2017 年 度 地 区 大 会 が 10 月
21 日～ 22 日に倉敷市民会館・倉敷アイビース
クエアにて開催されます。多くの会員のご参加を
お待ちしています。
次週例会予定
２０１７年９月１日（金）第 1775 回例会
卓話 「私の FP 活動」 会員 伊木恭憲さん

（編集者 矢谷英志）

