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ロータリーに入会

ロータリークラブは「同じ目的と理念を持つ組織」である以
上、その会員であるロータリアン同士の間柄は、
「acquaintance」や「friendship」ではなく、

■国歌斉唱「君が代」

acquaintance（知り合い程度の交友）

「fellowship」です。

friendship（友情）

ロータリーの親睦= fellowship

fellowship（志を同じくする仲間）

単なる友情ではなく、

ロータリーの志を共にする者同士の仲間意識

互いに語り合い、切磋琢磨し協力しながら、ロータ

■ロータリーソング「手に手つないで」

（ソングリーダー

吉田
松岡

リーの理想達成を目指す仲間意識を強め高め合うこ
とが「ロータリーの親睦」である

宮川義行 )

ガイ・ガンデカー（1923-24年度 ＲＩ会長）

■来訪者紹介

ロータリーという苗木が成長するため
に、その根に栄養を与えてくれる土壌

中島敬髙

らこそ、「ロータリーは、親睦こそが第一」とか「親睦なくし

但し、会員同士の親睦を重要視するあまり、「ロータリーの
良き親睦こそが、ロータリーの全てである」というような言
葉を聞くことがありますが、この考えは間違いではないで

＜ロータリーの良き親睦を作り出すもの＞

しょうか。ロータリーでは、「親睦」は必要で重要ですが、

１．真心のこもった握手

目的ではないし、全てでもありません。

２．姓ではなく、名前で呼び合うこと

熊本第３Ｇガバナー補佐（熊本ＲＣ）

ガイ・ガンデカー の考え方がロータリーに浸透していったか
て奉仕なし」とかの言葉が使われるのです。

親睦とは?

３．歌の合唱を行うこと

「親睦」は、あくまでロータリーの土壌であり、基盤

４．ウィットやユーモアに富む言動
５．会員間の思いやり、親切な行為

６．（議長、会員、招待者などに対する）礼儀正しさ

７．実業家たるロータリアンに相応しい紳士的振舞いと思慮深さ

例会と親睦

見学

生駒ちあき

様

例会

炉辺会合(Fire-Side Meeting)

「親睦という名の土壌」

ロータリアンが情報や経験を語り合い、好意と友情を深め
合い、自己改善を図り、奉仕の心を育て高め合う場

「ロータリーという苗木の成長」
例会で高められた奉仕の心で、各々の家庭、職場、地
域社会において、より良い奉仕の実践に努めるロータ

■ガバナー補佐ご挨拶

リアンが増えていく

（中島敬髙 熊本第３Ｇガバナー補佐 )

例会外で親睦（fellowship）を深める重要なものです。
新会員への情報提供、初歩的な質問の受け答え、会員間の親
睦と情報交換、そしてロータリーを推進するために、少人数
が集まって和やかに自由討論する非公式な会合です。
近年は「座談会」(Informal Meeting)、「家庭集会」
(Home Meeting）、「情報集会」(Informed Group
Meeting)と呼ばれています。
現行では、炉辺会合の言葉そのものが「手続要覧」にはみられな
くなっています。

最後に
ロータリーでは一緒に酒を飲んだりゴルフをしたりすることがよ
くあります。親睦活動において非常に重要です。
これらを「friendship」にとどめず、

■会長の時間（会長 吉田嘉昭 )

楽しいだけがロータリーではない。しかし、楽しくなけれ
ばロータリーではない。

楽しいだけなら「friendship」だが、「friendship」だけで
はロータリーではない。

「ロータリーの親睦（fellowship）」

｢ロータリーの親睦｣

ロータリーの成長・発展、ロータリーの理想達成に繋がるもの

会長の時間

ロータリーは、「friendship」を超えた「fellowship」だか
らこそ、本当に楽しい。

■幹事報告（幹事 松岡泰光 )

「ロータリーの親睦 」

■来信案内
2022年 6月22日

会長

吉田

嘉昭

１）

大森克磨 ガバナー、佐藤俊介 地区大会実行委員長、森永隆二 地
2021-2022年度 地区スローガン
『 ロータリーのパワーは親睦が生み出だす!

「acquaintance」と「friendship」と「fellowship」の違い

あらゆる場面を親睦の機会に～話しかけよう～ 』

6月 ロータリー親睦活動 月間

区幹事より、地区大会記録誌の送付。

ロータリーの親睦 （fellowship）
「ロータリーの親睦（fellowship）」を正しく理解するには、
を知っておく必要があります。

大森ガバナー

ガバナーは、月信で親睦活動を推進し、親睦活動の一年の活動状況につ
いて地区研修・協議会または地区大会で報告するよう奨励されている。

■今後の予定

●acquaintance＝ 知り合い程度の交友
●friendship＝ 親しい者同士の友情
目的や理念には関係なく、親しい友人の間柄で使われる言葉

親睦活動グループは、活動内容やロータリー一般について関心を高める
ため親睦活動の日を設けたり、会員に情報を伝え、活動を推進するため
のウェブサイトを運営するよう奨励されている。

2022 7 月 23 日（土）

●fellowship＝ 志が同じ者同士の仲間意識
チームや組織、団体など、目的や理念が同じ者同士の間柄で使
われる言葉

－１－

地区クラブ活性化

大分県

ワークショップ

大分市

ホルトホール大分

■ロータリー情報

（ロータリー情報担当

第２５回国際ロータリー日本青少年交換研究会（熊本会議）
２０２２年６月１７日（金）６月１８日（土）６月１９日（日）
６月１７日（金）はプレコン熊本会議、６月１８日（土）は本会
議が行われ、夜はＪＡＰＡＮ／ＲＯＴＥＸ Ｎｉｇｈｔが実施さ
れました。６月１９日（日）本会議２日目が行われ、その後閉会。

潮谷愛一）

※全国よりガバナー、パストガバナー、ガバナーエレクト、地区
国際奉仕委員長、地区青少年交換委員長、ＲＴＸが２００名程度
集まり開催されました。前回の金沢大会より３年ぶりに開催。熊
本での開催は地震後の復興の姿を見届けることにありますが、も
う一つ記念すべきは１９６２年に日本で最初にオーストラリアに
向けて９名の学生を派遣し、１９６３年に日本で初めて受け入れ
をしたのが、熊本ＲＣがホストをした熊本市内の高校です。この
ことによりＥｘｃｈａｎｇｅが整ったのです。つまり九州は、日
本の青少年交換発祥の地なのであります。その意味からして、交
換プログラムが再開されたのが熊本であることは大変意義のある
ことです。
我がクラブからは、白木さんのご子息、山坂さんのご子息とＲＯ
ＴＥＸがいらっしゃいますが、やはりすばらしい若者だと再確認
いたしました。若者が対象となる事業であり注意をすべき点も
多々ありますが、是非今後も継続され世界中の国と青少年交換が
実現することを祈っております。

■出席報告（出席・プログラム担当 松田和成）
■委員会報告

（青少年奉仕担当

月日
宮川義行）

６月２１日、中央公民館においてアク
ト第２例会が開催されました。吉田会長の「ロータリー卓話」を
中心に今期の活動報告と来期の例会日程の検討が行われました。
出席者は櫻井会長、馬氷幹事、宮田次期会長、中上会員、李会員、
和泉会員、初参加の松本ルイ会員の７名。ロータリーからは、吉
田会長、沼田会員、松岡幹事と私の４名でした。来年度からは、
第１、第３火曜日あるいは木曜に開催することになりました。
６月１７日には今期初のアクト懇親会が行われました。櫻井会長
をはじめ８名が参加、ロータリーからは吉田会長、山本会員、小
畑会員と私の４名でした。親睦と相互理解を深めたいい会でした。
６月１８日は、新都心プラザで青少年交換研究熊本会議が開催さ
れ、小畑会員、白野さんが参加されました。私もお手伝いに行き
ました。青少年交換に関わってきた全国のロータリーの方々と留
学生たちの２年ぶりの大会でした。
今年度初め５名でスタートしたアクト会員が、現在１１名になり
ました。今後まだ増えていきます。１年間、会員の皆様には多大
な御協力を頂きました。将来のロータリーの後継者になるロー
ターアクトの育成に来期も御協力をよろしくお願いします。１年
間ありがとうございました。

会員数

出席者数

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

32

0

32

80.00

44
06 月 08 日 （免 4）
40
44
06 月 22 日 （免 4）
40
☆出席免除
06 月 08 日
住江正治 島村徹男
古庄浩二

06 月 22 日
住江正治 島村徹男
古庄浩二

28

70.00

Zoom1

志賀重人

志賀重人

☆欠席者

06 月 08 日（8 名）
川崎直樹 松尾 浩 堤 勝也
山坂哲生 矢野敬之 吉永陽三

■スマイル報告

（親睦・スマイル担当委員

前田日出夫
渡邉俊一郎

草村安宏）

◎中島敬髙 熊本第３
グループガバナー補佐

■ＲＩＪＹＥＭ報告

（小畑成司）

＜ＲＩＪＹＥＭ＞ 国際ロータリー日本
青少年交換多地区合同機構
Ｒｏｔａｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｊａｐａｎ Ｙｏ
ｕｔｈ Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｍｕｌｔｉ - ｄｉｓｔｒｉｃｔｓ

（熊本ＲＣ） 2,000 円
吉田会長、松岡幹事、他、役員の皆様方、一
年間ご苦労様でございました。コロナ禍の中
で「オンライン」含めて、一年間休む事なく「例会」を開催され
た事に敬意を表します。この事は必ず次年度に繋がっていくもの
と確信致します。

－２－

◎吉田嘉昭 30,000 円
中島敬髙ガバナー補佐のご来訪を歓迎申し上
げます。本年度もコロナ禍の一年でした。個
人的には家庭の事情を踏まえ、二次会以降の
参加を控えておりましたので、その分をスマ

イルします。会員の皆様、一年間お世話になりました。ありがと
うございました。次年度、山田会長、杉本幹事、宜しくお願いし
ます。
◎松本一也 20,000 円
会長、幹事、一年間ご苦労様でした。

◎小畑成司 5,000 円
吉田会長、松岡幹事、緒方ＳＡＡ、一年間本
当にお疲れ様でした。いろいろありましたが
終わり良ければ全てよし！！ですね。中島ガ

バナー補佐のご来訪を歓迎いたします。スマ
イルのノルマもこれで達成です。
◎鈴木義親 5,000 円
年度最後の例会となりました。会長、幹事を
はじめ役員、理事の皆様方、一年間のコロナ
禍の下、例会進行に最善の心掛け頂きスムー
ズな進行ご苦労様でした。感謝いたしております。

◎緒方公一 20,000 円
吉田会長、松岡幹事、一年間お疲れ様でした。
コロナ禍で例会のあり方もオンライン、ハイ
ブリッド例会と試行錯誤の中苦労された一年
だったと思います。本当にお疲れ様でした。

◎小竹誠 5,000 円
先週は慶祝会の二次会でお世話になりました。

◎福井学

5,000 円

◎松尾 浩 16,000 円
一年お世話になりました。次年度も宜しくお

吉田会長、松岡幹事、他、役員、理事、ご担
当の皆様、一年間大変お世話になりました！
お疲れ様でした！

◎永野昭一

◎内田信行 5,000 円
吉田会長、松岡幹事、一年間お疲れ様でした。
中島ガバナー補佐の御来訪を歓迎します。

願いします。

15,000 円

吉田会長、松岡幹事、役員、理事の皆様、一
年間大変お疲れ様でした。ありがとうござい
ました。
◎白石繁 14,000 円
目標金額にぜんぜん届いていませんでした。
宜しくお願い致します。
◎草村安宏 10,000 円
今年度最後の例会となりました。一年間、親睦・
スマイル担当としてお世話になりました。至
らぬ点も多かったと思いますが、ご容赦くだ
さい。今後とも宜しくお願いします。

◎出先教明 3,000 円
今年一年間、例会に参加するだけで精一杯で
すいませんでした。

◎松本 繁 3,000 円
吉田会長、松岡幹事、一年間大変お疲れ様でし
た。コロナ禍で大変だったと思いますが、素晴
らしい年度でした。感謝！
◎彌冨照皇 3,000 円
お祝いを頂き有り難うございます。これから
も楽しく頑張っていきます。今後とも宜しく
お願いします。

◎沼田敏雄 10,000 円
吉田会長、松岡幹事、コロナ禍の中お疲れ様
でした。オンライン例会勉強になりました。

◎潮谷愛一

◎松田和成 7,000 円
出席・プログラムではお世話になりました。

◎山田公也 1,000 円
吉田会長、松岡幹事、一年間お疲れ様でした。

タブレット、パソコンも新しく買いました。
集音マイクも買いました。最後に、会報原稿
提出にご協力頂き感謝致します。次年度は松尾会員にご協力お願
い致します。

次年度ではＳＡＡを担当いたしますので宜し
くお願い致します。
◎前田日出夫 5,000 円
吉田会長、松岡幹事、緒方ＳＡＡ、一年間大
変お疲れ様でした。

－３－

2,000 円

絵本作家 しおたにまみこさんが絵本大賞受け
たと報道されていましたので、その本を買い
ましたが、名前はひらがなです。知らない人
でしょう。

コロナで思うような活動が出来なかったと思
います。次年度私も頑張りますのでご指導よ
ろしくお願い申し上げます。

◎宮川義行 1,000 円
本日は中島ガバナー補佐の御来訪を歓迎しま
す。生駒様、本日はようこそお越し頂きました。
僕の大好きな東南ロータリーの魅力が伝われ

ばいいなと思っています。今年度もクラブでは青少年奉仕委員、
地区では職業奉仕委員を務めました。米山カウンセラーとしてタ
イのサク君と一年を通して関われた事、アクト活動をサポートす
る中で多くの若い子たちと話し合えた事、関われた事が自分の財
産となりました。地区活動では大分での職業奉仕セミナーに参加
したあと、鳥栖のさとう別荘での反省会に４時間かけて参加、そ
の後、熊本に戻った時は夜中でした。ずっと古田会員と一緒でし
た。楽しい一日でした。アクト例会にも多くの参加を頂きありが
とうございました。小畑会員、吉田会長、卓話ありがとうござい
ました。山本会員も何度も足を運んで頂きありがとうございまし
た。皆さん一年間お世話になりました。

新型コロナウィルスに翻弄された一年

規定審議会について

（ロータリー情報担当

例会

全44回

すべて開催
12回

(27.3%)

リアル例会

32回

(72.7%)

ロータリーの歴史・知識等を学ぶこと、知るこ
とで新しい知見を得られます。すなわちクラブ

内 ハイブリッド例会 23回 (52.2%)
皆様のご協力により、例会を一回も休会せず開催できました。
感謝申し上げます。

温故

起こすことができます。

新しい知見を得え、クラブにイノベーション
を起こすこと ➡ きっかけ

「卓

「会長の時間」
・4つのテストとその解釈

・国際ロータリーの組織と事務総長

・奉仕の理念について

・ロータリーのWebサイト

・ロータリーの職業倫理

・規定審議会

話」

・パストガバナー・研修リーダー

永田

壮一

テーマ「クラブ活性化とロータリーの未来」

・地区青少年交換委員会委員長 岡崎

・ロータリー財団セミナーを受けて
(変更点)

利昭

堀川 貴史

様

テーマ「ロータリーはつながりで溢れている～友情

・ローターアクトクラブのこれから

・ロータリーの未来形成

いっぱいの仲間たちとなにかよいことをし

等

ましょう～」

資料・動画を掲載

規定審議会（COL）制定案審

会員増強
目標 50名
44名 ➡

4増4減

入会日

入会者

➡

採択
・22 － 13 会員がクラブの所在地域に住居または事業場を有す
る要件を削除する件
採択
・22 － 15 衛星クラブの会員に関する規定を改正する件

松本繁 会員

古庄浩二 会員

12月1日 渡邉俊一郎 会員

内田信行 会員

1月12日 片岡貞志

松本

会員

5月11日 小竹 誠 会員

繁

会員

中島祐爾 会員

ローターアクトクラブ
2名 ➡ 9名増 ➡ 11名
推薦者

オンライン例会・ハイブリッド例会の開催

・22 － 10 バランスの取れた会員基盤の構築要素に公平さとイ
ンクルージョンを加える件

44名
推薦者

7月7日 松尾 浩 会員

員」

今般の新型ウィルスの影響で何度も長期間に渡り例会を休会

方針

①危機管理の手段として今後の感染症や自然災害対策と
してオンライン例会・ハイブリッド例会ができる環境
を整える。
②危機の時、会員同士が繋がっている事が大切
③例会は休会しない

デルタ株の猛威で急遽、オンライン例会ができる体制を作り
ました。

宮川会員(3名) 沼田会員(2名)
古庄会員(1名) 松田会員(1名)

立ち上げメンバー
(5名)

会長 吉田
永野会員

松岡幹事

小畑会員(2名)

松岡(前)SAA

白野さん

① 8月4日 例会
ZOOMによるオンライン例会の勉強会(講師 永野 会員)
メンバーで各会員のフォローアップ
② 勉強会後、会員にアンケート調査を実施
アンケート結果に基づき、メンバーで会員フォローアップ
③オンライン例会開催の方法・流れ・
例会次第のスライド(ソングを含む)

作成(吉田)

リアル例会の臨場感が少しでも実現できれば
(Eクラブを参考)

④ メンバー打合せ(Zoom)

採択 衛星クラブがスポンサークラブの会員、どちらかを自ら選
択出来る

例会の流れ・分担の決定等
デモンストレーションを繰り返し行う
(1)どうしてもオンライン例会に出席できない会員のため、例
会の動画を配信し、動画を見ることを前提に出席とする。
(2) 12:00~12:30間、フリーで話しをしてもらう。
(3) 出席者に声をかける。

「人頭分担金」
・22 － 16 人頭分担金を増額する件
採択 2023 ～ 24 年 73 ドルから毎年 2 ドル UP

(4) オンライン例会

前

立ち上げメンバーにて事前打合せ
(5) オンライン例会

流れの確認

後

立ち上げメンバーにて問題点とその改善打合せ

「クラブ例会と出席」
・22 － 84 ローターアクトがロータリークラブの例会に出席す
ることを許可する件
事前採択
・22 － 85 出席報告の提出義務を撤発する件
採択 ガバナーに毎月の出席報告をしなくてよい
・22 － 92 出席規定の免除手続きの規定を改正する件
採択 出席免除の規定で理事会承認を削除

8月18日 はじめてのオンライン例会

松本繁 会員

開催

アナログとデシダルとの融合による卓話
(8月25日)

初回にもかかわらず、29名の会員に出席頂き、卓話では、松尾
浩

会員

米山奨学生ティティコンサコルウオング， サクピシッ

ト君がPowerPoint画面共有して話しをされました。

他クラブより「オンライン例会は難しいよ。出席する人がいない。

中島カバナー補佐 訪問
(9月1日)

成立しないよ。」と聞いていましたので、
佐野会員、鈴木会員、沼田会員をはじめ多くの会員がオンライン
出席ができる

我がクラブはすごい

たくさんいる

素晴らしい

前向き会員が

と感激をしました。

大森カバナー 公式訪問

9月15日

10月6日 ハイブリッド例会

開始

例会場に色々な機器が必要

（会長

一年の回顧

他クラブのハイブリッド例会に出席(会長 吉田
① 当初は永野会員

吉田嘉昭）

吉田

で機器の持ち寄り

② 試行錯誤しながら、機器の設置
フランスから
グローバル補助金奨学生
川原 瞳さん

③ 必要機器とその設置の決定
④ 理事会承認のもと機器の購入

一年の回顧

2022年 6月 22日

熊本東南ロータリークラブ

会

長

吉田

嘉昭

様

について」
・ガバナーエレクト

「クラブ運営」
・22 － 07 クラブ理事会が議事録を会員に提供する期限を改正する件
採択 クラブ理事会の議事録の会員への提供を 60 日から 30 日へ

■卓話

様

テーマ「青少年交換と青少年交換研究会熊本会議

・ロータリーの奨学金

議結果報告

「会

にイノベーション(新たな価値の創造・変革)を

知新

ロータリーの歴史・知識等を学ぶこと、知ること

ホームページに地区セミナー

2022 年

故きを温ねて新しきを知る」（ふるきをたずねてあたらしきをしる）

オンライン例会

・ロータリーの親睦

鈴木義親）

温故知新

例会開催方法・親睦活動・奉仕活動等に大きな影響をもたらしました。

・職業奉仕の捉え方

■卓話

今年度のテーマ

本年度も昨年度と同様、新型コロナウィルスに翻弄された一年でした。

追加ページに続く

－４－

松岡幹事)

和歌山東南RCとのwebミーティング

(10月12日)

支援活動の紹介
今回の支援でジェシュフRC とリヴィウ・インターナショ
ナルRCとつながりました。

永田パストガバナーより「いいね！」

今後、両クラブと連携して不足している物資を調査し
支援を行ってはどうでしょうか。
また、現地へ赴けるようになったら、どんな支援を必

出席者
和歌山東南ロータリークラブ
会長：中曽 真二郎
幹事：山田 さち子
姉妹クラブ委員長：中岡 隆文
同副委員長：竹中 昭美
同委員：太田 豊隆

熊本東南ロータリークラブ
会長：吉田 嘉昭
幹事：松岡 泰光
直前会長：松本一也
次々年度会長：中島 祐爾
（創立40周年時の会長）
姉妹クラブ担当委員：古庄
創立40周年記念行事
実行委員長：内田 信行

要としているのか現地調査を行い、姉妹クラブと連携し、
グローバル補助金等を活用したさらに大きな支援ができ
ればと思います。

のコミュニケーションがとれているからこそ実現できました。

ハイブリッド例会は、会員の利便性を高めるもの、遠隔地から

① 家族会・前年度慶祝会(1 1月10日）

卓話がお願い出来、卓話の幅が広げるもの

② 慶祝会(6月15日)

「例会場に入ったらロータリーを学びましょう、そして例
会場を出たら奉仕をしましょう」

④ ロータリーショーケースに掲載(My Rotary)

④

⑥ 蒲島県知事への報告会

など

活

動

スペシャルオリンピックス日本・熊本へ寄付（50,000円）

2021.11

ベトナム新型コロナワクチン基金へ寄付（21,500円）

2021.12

NPO法人 外国から来た子ども支援ネットくまもとへ寄付
（100,000円）

2021.12

慈愛園支援金（サマーキャンプが開催されなかったため）
（100,000円）

2022.02～03

熊本県下児童養護施設の新高校1年生全員へ
通学用自転車購入支援金の贈呈（2014年～）
（支援金675,000円）地区補助金活用

佐野パスト会長がされていた事項
規定審議会決定事項の解説とクラブの定款・細則の更新
2022年4月開催

規定審議会の決定事項を踏まえ、

クラブの定款・細則の更新が必要
・決定報告書(日本語版)は5月に発行されている
・改正された標準定款・細則(日本語版)は9月～10月に発行される予定
・2023-2024年度の活動計画書に更新版の掲載が必要

「ようこそ
2022.04

ウクライナ避難民のために支援物資
くまモン歯ブラシセット2,500個をポーランド ジェシュフ
RCに空輸 （総額707,884円、輸送代含む）

2022.06 慈愛園の子ども達と一緒になすびの収穫

4月6日(水)

版を作成してもらいました。

更新が必要な箇所あり

準備・梱包・発送
おかげ様で会長職を全うできたかと思います。
深く感謝を申し上げます。

どもたち
家族と離れ離れになり、さびしい思いをしている子どもたち

次年度は奉仕プロジェクト委員長として頑張っていきます。

そんな子どもたちに「 一瞬でも笑顔になってほしい 」との思いで

次年度の山田年度そして創立40周年の中島年度と熊本東南

支援物資 くまモン歯ブラシセット2500個

ロータリークラブがさらなる発展をしていくことを確信して

4月20日(水) AM9:58(日本時間 PM4:58)
ポーランド

おります。

ジェシュフRC に到着

一年間、ありがとうございました。

4月21日(木) AM12:44(日本時間 PM7:44)
ジェシュフRCからロータリーの人道支援ステ
ションへ配送して頂きました。

ジェシュフRC クリス・コスザルカ会長より

2022年6月20日(月) PM10:07
(日本時間21日(火)AM04:07)

吉田嘉昭 会長

私は、国際ロータリー2232地区ウクライナのリヴィウにある、リ

ヴィウ・インターナショナルRCの会員、Mariya Mulyavaと申します。
貴クラブのご支援に感謝申し上げます。ジェシュフRCを通じて、お送
りいただいた歯ブラシを無事に受け取りました。歯ブラシは小分けに

して配布する支援物資の箱に入れさせていただきました。この箱には
生活必需品が入れられており、避難民の方々や民間兵士の方々に配布

■卓話

（幹事

されます。このように歯ブラシは生活必需品としてとても必要なもの
です。

どんな支援も喜んでお受けいたします。

(当クラブからの必要な支援の質問に対する回答と思われる。)

本当にありがとうございます。

GTL |最高経営責任者 マリヤ・ムリャヴァ

荷姿

箱の中にくまモン歯ブラシ ⇒

当クラブからの
メッセージと写真

ロータリーの醍醐味
ロータリーは世界中にネットワークがあり、今回の支援は、
ロータリークラブならではの醍醐味であります。

ホーランド ジェシュフRC とウクライナ リヴィウ・インタ
ーナショナルRCのご協力により成しえました。
まさにロータリーつながりの素晴らしい支援です。
今回、ロータリーの団結力を肌で感じることができました。
尚、ジェシュフRC クリス・コスザルカ会長と
リヴィウ・インターナショナルRC

マリヤ・ムリャヴァ

さんに早速、感謝のメッセージを送りました。

－5－

謝

!

クラブのスローガン
「Joyful and Good」のもとに会員が笑顔いっぱい
のクラブを目指す
実現できましたでしょうか?
松岡幹事、緒方SAA、役員・理事、常任委員会委員長、委員会担

新入会員オリエンテーション資料
ペーパーベースはありましたが、電子データがなく、永野会員にWORD
内容はすべて網羅しており、素晴らしい資料

小畑会員からの提案で実施
祖国ウクライナを離れ見知らぬ土地で不安な避難生活をしている子

感

報道機関の取材がある予定

わがロータリークラブへ」の作成・更新

今後、更新は、定款・細則の更新と同時に行ってはどうでしょうか。

ウクライナ避難民のために支援

7月25日予定 15:00~15:20

県庁本館５階「知事応接室」

リアル例会出席が基本

支援物資箱に小分けの様子

6月4日掲載

新入会員歓迎会

⑦ ゴルフコンペ

支援を実施

⑤ 熊本日日新聞

7月号の掲載予定

⑤ 直前会長＆直前幹事慰労会(11月24日)
⑥ 会員、会員夫人の誕生祝の実施

この繰り返しがロータリーライフ

仕

に向けて誇りに思います。」

② 第2720地区WEBサイトに掲載

③ 創立38周年記念例会(4月20日)

入りて学び、出でて奉仕せよ

奉

活躍、直前ガバナーとしまして、日本中のロータリアン

コロナ禍の中、多くの親睦活動を実施して頂きました。

オンライン例会は、あくまでも緊急時のもの

2021.07

硯川パストガバナーより
「2720地区を代表するご支援です。熊本東南クラブ様のご

③ ロータリーの友へ投稿

浩二

親 睦 活 動

オンライン例会・ハイブリッド例会が成立したのは、会員同士

① 当クラブのホームページとFacebookに掲載

一年の回顧

松岡泰光）

当委員の皆様をはじめ会員の皆様には、クラブの運営・ご支援・
ご協力を頂きましてありがとうございました。
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■点鐘

（編集者

沼田敏雄 )
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