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▲

本日のプログラム
　「わしの仕事は，これじゃあ」シリーズ
　佐々木　篤 会員（職業奉仕委員長）

▶4月2日のプログラム
　「お祝い行事」
　「同好会のルーツは，これじゃあ」シリーズ
　ゴルフ同好会，麻雀同好会「東風の会」

「PETS（会長エレクト研修セミナー）報告」 荒川謙三 会長エレクト

3月12日のプログラム

　３月７－８日に PETS（President Elect Training Seminar）に参加してまいりま
した。このセミナーは，会長になるためには必須のセミナーであり，出席してい
なければ会長になることはできません。地区毎にこの時期に行われ，第2690地区
では67クラブの会長エレクトが招集され，２日間の研修を受けます。
　５つのセッションが行われ，最初に佐藤芳郎ガバナーエレクト（岡山南 RC）か
ら，K.R. ラビンドラン2015－16年度 RI 会長のテーマ『世界へのプレゼントにな
ろう　Be a gift to the world』について，「自分の能力・才能・リーダーシップ
等を最大限に生かして，自分の時間を使い，自ら手をさしのべて，世界を豊かに
するために自分自身を Gift として捧げてください。」との意味を説明されました。
更に，第2690地区の地区目標（下記），各クラブでの運営計画でのお願い，ロータリークラブをいかに作っ
ていくかを明るく，楽しく講演され，「あいことばは Enjoy Rotary」で締めくくりました。「楽しもう」の
言葉が多く聞かれる講演でした。
　その後，延原　正次期地区研修リーダーは「ロータリーの目的」について，国際ロータリー定款，手続
要覧から引き出して話され，続いて第2520地区（岩手・宮城）桑原　茂パストガバナーの「リーダーシッ
プ」，渡辺好政元 RI 理事から「ロータリーのリーダーとは」の演題で講演があり，会長エレクトとしての
心構えを教え込まれました。最後のセッションは「クラブ活性化について」のグループディスカッション
であり，私は第８・９グループ，鳥居　滋パストガバナーをカウンセラーとして，各クラブの方針・アイ
デア，今までに有効であったと思われる方法について意見交換を行いました。
　最後に，佐藤芳郎ガバナーエレクトから PETS 全体としての総括・講評があり，楽しかった？２日間の
研修が終了しました。

RI 第2690地区 2015-16年度　地区目標
　１）会長賞チャレンジ
　　増強＆維持・財団・MyRotary・人道奉仕



　　新世代・公共イメージ
　２）ロータリー財団（寄付と DDF）
　　PHF・PHS・PolioPlus・大口寄付・R カード
　　財団 DDF（GF・DF）の活用
　３）米山記念奨学会
　４）公共イメージ向上
　５）ソウル国際大会登録

　会員増強＝３％増加
　ロータリー財団年次寄付＝150$／人
　米山＝15千円／人

例会報告（3/19）

出席報告
　会員数　95名（内出席免除者17名）
　出席者　64名（内出席免除者出席13名）
　出席率　70.33％（前々回訂正後出席率90.43％）
　ビジター　２名

会長挨拶・報告
　先日，近所の方が我が家に“土

つ く し

筆”を届けてくれました。春分御礼であります。
　先般ロータリアンの行動規範が送られて参りました。それを拝見しますと，昨年は５項目であった行動
規範が本年度は４項目に変更されています。変更された項目は，５番目の“事業や職業における特典を，ほ
かのロータリアンに求めない”という項目でございまして，従来はロータリー活動に仕事を持ち込むこと
はタブー視されていた感がありましたが，この度この項目が削除された様でございます。仕事があるから
ロータリー活動もできる訳でございまして，私も同感であります。
　本日は，６時30分よりここプラザホテルにおいて，第４回クラブフォーラムを開催させていただきます。
テーマは「青少年交換プログラムについて」広く皆さんからご意見を頂戴し，“青少年交換プログラム”に
関して，お互いの理解を深めさせていただければと思っています。ご予定をいただいているお方は，必ず
ご出席の程，よろしくお願いいたします。
　また来週は例会後の６時30分より，駒澤ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会となっております。
関係各位には，クラブ活動・計画報告書ご持参のうえ，出席の方よろしくお願いいたします。

幹事報告
１．本日18：30より第４回クラブフォーラムを開催いたします。出席予定の方はよろしくお願いいたし

ます。
２．第２回フレッシュ会員研究会のご案内をポスティングしておりますので，関係各位はご確認の上，

ご返信ください。
３．第４回 I.D.M. のご案内をポスティングしておりますので，お名前をご確認の上，ご返信ください。
４．他クラブ週報を回覧いたします。

お 食 事
小海老とイカの季節野菜ピリ辛炒め，
豚の中華風天ぷら サラダ添え，
クラゲとキュウリの和え物，中華スープ，
御飯，ザーサイ

●スマイル●
糸島 岡山 RC 梶谷様ようこそおいで下さいました。
石井 高山副々S.A.A. に協力。
本德 本日は第４回クラブフォーラムが開催されます。青少年交換プログラムに関して活発な

意見を期待します。
荒川 先日行われました PETS の報告をさせていただきます。これで会長になる資格が得られ

ました。
安藤 先日，長女の卒園式に出席しました。この２年ほど，ほとんど育児に関わっていなかっ
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第４回クラブフォーラム（3/19）

　３月19日（木）18時30分より岡山プラザホテルにお
いて，第４回クラブフォーラムが会員37名が出席し
て開催されました。今回のテーマは，2015－2016年
度に我がクラブが取り組む「青少年交換プログラム」
の勉強会という意味も含めてこれをテーマに取り上
げ，カウンセラーに石井直前会長，パネラーに鳥居
パストガバナー・諸國国際奉仕委員長・荒川会長エ
レクト・安藤幹事によって行われました。
　本德会長が議長役で，まずパネラーの①鳥居パス
トガバナーからは，青少年交換プログラムの意義と
目的など，②安藤幹事からは，本プログラムの仕組
みと受け入れクラブの役割りなど，③諸國国際奉仕
委員長からは，本プログラムのカウンセラー役を引
受けるについて，④荒川会長エレクトからは，本プ

たので，妻に感謝です。
赤松 ①気温が上昇し，よく雨が降りますと椎茸が沢山育ちます。　②本日も皆様のご出席あり

がとう存じます。
藤井 第７回ゴルフ同好会46，45，ネット71で優勝させていただきました。次回ハンデ15です。

頑張ります。ありがとうございました。
阿部 先週の14日土曜，倉敷市役所スタート，児島駅ゴールの40㎞ウォーキングにチャレンジ

して来ました。35㎞地点鷲羽山にてトータル約500段の登り階段で頂上に登り，その先の
下り階段で膝を痛め，少し反省してます。やはり歳には勝てません。

福武 誕生日に実用的なプレゼントをいただきありがとうございました。
菅野 ３月15日ゴルフ例会で久しぶりに上位（３位）。同伴者に感謝。ありがとうございました。

友野会員ありがとうございました。
山下（和） 我が社は入学式を目前にしフル稼働をしております。社員も少々疲れ気味になっており，

今年は早目に花見弁当を出そうと思っております。S.A.A. に協力させていただきます。
感謝感謝。

佐藤 会長より誕生日のお祝いをいただきありがとうございました。石井会長年度に岩手
GINGA-NET に贈程したふわふわの報告がきていますので，ポスティングさせていただ
きました。

大西 明日，20日に東京都内のデパートにフルーツショップをオープンします。本日の例会欠
席と共にスマイルします。

神田 齊藤副会長 昨日は有難うございました。妻共々大変楽しいひとときを過ごさせていただ
きました。

髙山 ①井上英雄会員ありがとうございました。　②今回は副 S.A.A. 見習いです。
三垣 先日のゴルフ同好会にて，久しぶりの２位とベスグロいただきました。本日は S.A.A. 代

理で，お聞き苦しかったと思います。ありがとうございました。
 16件　83,000円



ログラムが三つの年度に跨がる（募集から受入れ，送り出しまで）ことから，クラブ全体のサポートが必要
など、３名のパネラーからそれぞれ本プログラムの概略と問題点について説明があり，又，出席者からは，
本プログラムについての質疑やホストファミリーをした経験談などが披露されました。
　最後にカウンセラーの石井直前会長からは，１ヶ年強に亘っての難しい事業にチャレンジすることにな
るが，岡山東 RC の力を結集して是非成功させたい旨の講評がありました。

■青少年交換プログラムとは
　地区青少年交換委員会が進めております「青少年交換プログラム」は，RI が認証している常設プロ
グラムの一つです。このプログラムは，主に高校生（15歳から18歳未満）のための１年間の「交換留学」
プログラムです。即ち，各国のロータリークラブ同士がそれぞれの地域の学生を海外に派遣すると共
に，派遣先からの学生を受け入れて，相互に交換留学を行うものです。このプログラムの主旨・目的
は，派遣学生が派遣国の文化・習慣を学び，また自国を紹介する「小さな親善大使」としての役割を
果たし，国際理解と世界平和に寄与することであり，大変有意義なプロジェクトです。
　当地区では，アメリカ・カナダと交換プログラムを実施しており，交換期間は８月より１ヶ年間で
毎年３名程度（年によって変動あり）の交換学生を派遣し，同数の受入を行っております。

■第2690地区青少年交換委員会 青少年交換プログラム過去３ヶ年の実績表

派遣クラブ 人数 派遣先地区 スポンサー地区 受入れクラブ 受入れ高校

2012－2013年度
（伊藤ガバナー年度選定）

米子東 RC 1 アメリカ　6630地区 アメリカ　6740地区 米子東 RC 米子松陰高校
アメリカ　6890地区 米子南 RC 米子高校
アメリカ　6960地区 倉敷 RC 岡山高校

2013－2014年度
（森田ガバナー年度選定）

倉吉 RC 1 カナダ　5370地区 アメリカ　6930地区 益田西 RC 明誠高校
益田西 RC 1 アメリカ　6930地区 アメリカ　6630地区 高梁 RC 清心女子高校
高梁 RC 1 アメリカ　6960地区 カナダ　5370地区 岡山後楽園 RC 岡山城東高校

岡山南 RC 1 アメリカ　7680地区

2014－2015年度
（森本ガバナー年度選定）

倉吉 RC 1 アメリカ　6980地区 カナダ　5370地区 岡山南 RC 岡山後楽館高校
岡山旭川 RC 1 アメリカ　7530地区 アメリカ　6950地区 倉吉 RC 倉吉東高校

アメリカ　7670地区 岡山旭川 RC 岡山城東高校

（注） 岡山東 RC は，1970－71年度（昭和45－46年度）アメリカと，1975－76年度（昭和50－51年度）オーストラリアとの
過去２回の交換学生プログラムを実施しております。

探鳥同好会「バーディングクラブ」後楽園探鳥会（3/22）

　３月22日（日）の午前中，会員11名とご家族，OB の田中ご夫妻ら総勢21名が参加して探鳥を楽しみました。
　春本番の暖かい日和の岡山後楽園で，日本野鳥の会の太田さんの案内で探鳥し，25種類の野鳥に出会い
ましたが，寒い間に北へ旅立った鳥も多く，数は例年に比べ少ない感じでした。探鳥の途中では，バー
ディングクラブ会長 山田ご夫妻が早起きして用意して下さったおいしい手作りのハムサンド，温かいコー
ヒー・お茶菓子などをいただきながら，楽しい探鳥の一時を過ごしました。

旅立ちをむかえたツグミが沢山いました。


