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「ロータリーの理念と目的」
　どんな事業や活動においても、一番大事なことは理念だと
言われております。
　この理念が、船で言う羅針盤でありどの向きに進んでいけ
ばいいのかを示してくれる考えとなります。勿論、ロータリー
にも例外ではなく基本理念があります。今回は、それについ
てお話をさせていただきます。
ロータリーの目的
　ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理
念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、次の各項
を奨励することにある
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること
第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は全て価値
　　あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリ
　　アン各自の職業を高潔なものにすること
第３ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社
　　会生活において、日 、々奉仕の理念を実現すること
第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通
　　じて、国際理解、親善、平和を推進すること
四つのテスト
　ロータリアンが生活や仕事の場面で常に覚えておくべき４
つの問い、それが「四つのテスト」です。政治や宗教に関係な
く、すべての人びとの倫理的指針となるこのテストは、100カ
国語以上に翻訳されています。
言行はこれに照らしてから
　１ 真実かどうか　　　　  ２ みんなに公平か
　３ 好意と友情を深めるか　４ みんなのためになるかどうか
　私たちは、クラブ活動の土台となる5つの奉仕部門を通じ
て、地域社会や海外での奉仕に力を注いでいます。
・クラブ奉仕は、会員同士の関係をはぐくみ、積極的な会員
　増強計画を実行して、活気あるクラブづくりを行うことです。
・職業奉仕は、すべてのロータリアンが倫理と高潔さをもっ
　て仕事にあたり、職業の知識やスキルを社会のニーズ解決
　のために進んで役立てることです。
・社会奉仕は、すべてのロータリアンが、地域の人びとの暮らし
　を豊かにし、より良き社会づくりに貢献することです。
・国際奉仕は、国際的なプロジェクトでボランティアをしたり、
　海外のパートナーとの協同活動を通じて、平和と相互理解
　を推進することです。
・青少年奉仕は、インターアクト、ロータリー青少年指導者養
　成プログラム（ＲＹＬＡ）、ロータリー青少年交換などを通
　じて、青少年や若い世代の社会人がリーダーシップ能力を
　伸ばせるよう支援することです。
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出前セミナー「クラブ戦略計画の推進」
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「奉仕の理想」

出前セミナー「個々の地域でロータリーを
　　　　　　　　知らない世代にアプローチ」
RI第2720地区　会員増強拡大部門

＊今週のお祝い

在 籍 祝 い 坂本　　肇会員（10年）
穐田英一郎会員（10年）
河野　　聡会員（8年）
柴山雄一郎会員（5年）
宿利　美穂会員（1年）
保坂　岳夫会員（1年）

　この目的を達成するために、クラブごとに戦略計画を立てて
おります。
ロータリーのビジョン声明
　私たちは、世界で、そして自分自身の中で、持続可能なよい
変化を生むために、人びとが手を取り合って行動する世界を目
指しています。
　このビジョンを達成するための5つの中核的価値観が基本

となります。
・親睦性 　・高潔性　・多様性　・奉仕　・リーダーシップ
かなり端折りましたが、今日はロータリー活動を行う上での
基礎知識を紹介させていただきました。恥ずかしい話しに
なりますが、私自身もよく理解できておらず、今回の原稿の
おかげで大変勉強になりました。会長の時間をさせて頂く
ことに感謝をしております。
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RI第2720地区管理運営部門　出前セミナー「クラブ戦略計画の推進」 （7月25日）卓話の時間

幹事報告

・（再）地区新会員オリエンテーション開催のご案内
　日時　2022年8月26日（金）18：30～20：00（Zoom開室18：00）   
　出席対象者　入会5年未満の会員・クラブ会長幹事
　　　　　　　クラブ内研修担当者・その他希望者   
　締切り：8月10日（水）
・別府RC創立70周年記念式典のご案内
　日時　令和4年9月17日（土）受付登録開始13：00～   
　記念式典（オープニングアウト）14：00～   
　場所　別府市中央公民館（公会堂）
・ガバナーノミニー・デジグネート候補者推薦について
　（三村彰吾ガバナーノミニーの次の方）   
　期限：9月20日（火）必着
・R財団　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（6回目）
　髙山　泰四郎会員
・コロナ感染者増加に伴う米山夏季セミナー延期のご案内
　2022年7月30日（土）の開催を延期

ニコボックス

★玖珠ロータリークラブ（大口スマイル5口）
会長就任の挨拶にお伺いいたしました。
会長挨拶でもお話をしましたように、ロータリーの森設置の
件、3クラブで手を取り合いながら造ってゆきたいと思います。
ご協力の程、よろしくお願いします。
★宮﨑　仁史様（日出RC　会長）（1口）
本日は、例会に参加させて頂き、誠に有難うございました。
今後とも、よろしくお願い致します。
★本庄　伸子様・大石　勉様・浦田　俊作様・松本　逸文様
　（管理運営部門）（2口）
本日は、管理運営部門より出前セミナーにお邪魔いたします。
何卒よろしくお願い致します。
★河野　聡会員（1口） 
今日は、友人の仲嶋　豪さんが例会見学のため参加してくれ
ました。ぜひ、仲間に加わってほしいと望んでおります。
異色の社会保険労務士です。よろしくお願いします。

ゲスト・ビジターの紹介

ゲ ス ト ：菅　優一郎様（玖珠RC会長）   
 　藤本　祐子様（玖珠RC幹事）   
 　宮﨑　仁史様（日出RC会長）   
 　本庄　伸子様（宇佐RC）   
 　大石　　勉様（玉名RC）   
 　玉田龍一郎様（大分中央RC）   
 　松本　逸文様（中津RC）   
 　浦田　俊策様（大分キャピタルRC）
ビジター：片山　　勇様（大分臨海RC）   
 　仲嶋　　豪様（社会保険労務士）

例会の予定

■ 8 月 8 日（月）

■ 8 月15日（月）

■ 8 月22日（月）

■ 8 月29日（月）

髙山会員・穐田会員卓話　トキハ会館
定款細則の規定による休会
ゲスト卓話　米澤有加様（You＆Plus）
門脇会員卓話（昼）コンパルホール305会議室
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臨時理事会

理事：髙橋、門脇、坂本、河野、清水、菊池、姫野、利光、仲道
親睦副委員長：保坂

議案１、例会場での告知等について　承認
　現行通り、現会長幹事にて内容確認後、決定する

※他議題については、8月1日（月）理事会へ見送り

7月25日（月）13：35〜14：00

　　　　＜愛のポリオ募金＞

　　　　7月集計分　2,041円

今年度もご協力よろしくお願いします。


