


　

　

１．2023－24年度ロータリー手帳購入ご案内

　　ロータリーの友事務所から2023～24年度版

　　「ロータリー手帳」予約受付のご案内が届いて

おります。ご購入希望の方は事務局までご連絡

をお願いいたします。

２．メルボルン国際大会ご案内

　　今年度の国際大会が2023年５月27日から31日ま

でオーストラリアのメルボルンで開催されます。

１月24日時点の登録者数は1,122名、当初の各

地区参加目標数合計2,330名の約48％となって

おります。次回の早期登録割引が３月31日に期

限を迎えるため、再度登録のご案内が届いてお

ります。皆様ぜひ国際大会参加をご検討ください。

３．2022－23年度　ＲＹＬＡ（青少年指導者養成プ

ログラム）セミナー開催ご案内

　　日　時　2023年５月19日～21日

　　場　所　熊本県天草市　御所浦交流センター

　　参加者　20歳から30歳程度の青少年(先着20人)

　　登録費　受講生10,000円、ロータリアン20,000円

　　ライラセミナーは「地域社会の次世代のリー

ダーがつながり、アイデアを広げ、行動を起こ

すきっかけを生みだすイベント」とされており、

青少年が社会において役立つプログラムを企画

しておりますので、ローターアクト、青少年交

換留学生、米山奨学生、学友はもとより、ロー

タリー会員の子弟、若手社員、広く次世代を担

う若者にお声かけならびに参加登録をお願いし

ます。

　

　

“ロータリーはつながりであふれている”

　～友情いっぱいの仲間となにかよいことをしましょう～

　　　　 国際ロータリー第2720地区

　　　　 2022－2023年度　ガバナー　 堀川　貴史

道

この道をゆけばどうかなるものか

危ぶむなかれ　危ぶめば道はなし

踏み出せばその一足が道となり　その一足が道となる

迷わず行けよ　行けばわかるさ

　　　　　　　　　　　　　　　　アントニオ猪木

　私の22年半のロータリーはまさにそんな感じです。

　ロータリーの返事は「はい」か「イエス」か「喜

んで」と言われますが、「今は無理」「考えさせて」

「できません」もありなのです。

　自分で判断して、我が道を進んでください。

　ロータリーのチカラは

　①前を向かせて、前進させようとする

　②少しずつ、配慮ややさしさが身についていく

　新入会員の頃は居場所がどこか探すところから始

まり、やがて誰かに居場所を作ってあげる側になる。

それがロータリーのすごさでもあります。

　ロータリーの後押しでそれを続けてきた結果、私

の地区スローガンにたどり着きます

地区方針

　出前セミナー推奨⇒休日は家族と一緒に過ごす

　＊若い人たち、女性会員、ほか、いろいろな人た

ちにロータリーとして機会を提供できる

　＊会員は、奉仕の理想を家庭生活に最大限に適用

することで、社会の範となり、女性のエンパワ

メントの実現へ

　友情いっぱいの仲間と良いことをする＝奉仕の理

想形・・・信頼が生まれることで、外に向かうエネ

ルギーへとつながります。

　「ロータリーでの参加型の奉仕、人間的成長、

リーダーシップ開発、生涯にわたる友情こそが、目

的意識と熱意を生み出します」

　　（2022年１月20日　ＲＩ会長エレクト：ジェニ

　　　ファー・ジョーンズ）

　自分がロータリーに在籍し続けた理由を「入りて

学び」とし、ほかで活かす。

　つまり「入りて学び、出でて奉仕せよ」

ロータリーと世界平和

　「人類はひとつ　世界中に友情の橋をかけよう」

　　　　　　向笠　廣次　元ＲＩ会長

　　　　　　（中津ＲＣ　1982－83年度ＲＩ会長）

　「今後、日本の生きる道は平和しかない。それを

アジアに、そして世界に理解してもらうためには、

一人でも多くの留学生を迎え入れ、平和を求める日

本人と出会い、信頼関係を築くこと。それこそが、

日本のロータリーに最もふさわしい国際奉仕事業で

はないか」―。

　事業創設の背景には、当時のロータリアンのこの

ような思いがありました。

　それから60年余の歳月が流れましたが、“民間外

交として世界に平和の種子を蒔く”という米山奨学

事業の使命は一貫して変わっていません。

　むしろ、今日の世界情勢と日本の置かれている状

況を考えるとき、その使命はますます重要性を増し

ているのではないでしょうか。

　留学生への支援は、未来に向かって平和の懸け橋

をかける尊い奉仕なのです。

ＤＥＩ（Diversity多様性、Equity公平、Inclusion包摂）

　ロータリーは１業種１人と言う原則がもともと多

様性を生んでいますし、全ての人に配慮して居心地

の良さを作り出す包摂はロータリーのいう寛容性に

つながるものです。公平と言うことに関してですが、

人頭分担金は2022－2023年度　ＲＣは71ドル（年

間）ですが、ＲＡＣは大学を拠点とするクラブは５

ドル、社会地域を基盤とするクラブは８ドルと公平

を考えて設定されています。ルールやシステムは思

いやりや人の役に立とうということで変えていけます。

ロータリーの不思議な力

　ロータリーの強力な人脈は、それぞれのストー

リーを一体化させ、世界を変える力を持っており、

私たちは皆、違う道を歩んでロータリーの一員とな

りました。

　父親がロータリアンだったから入会した人もいます。

　例会に出席するようにと雇用主に頼まれたために

入会した人もいます。

　米国最高裁判所の判決によって入会が可能になっ

たから入会した人もいます。

　それでも、全員に共通する入会理由がひとつあり

ます。招待されたから、です。

　これこそが、ロータリーの最大の魅力。

　私たちは、地域社会での平和構築のために人びと

が協力すれば、その変化が世界的な影響を生むと信

じています。

　

　

　大分1985ＲＣの今年度会長を仰せつかっておりま

す。髙橋道成と申します。ロータリー歴は６年、職

業分類は建築塗装業です。

　本日は、堀川貴史ガバナー並びにガバナー令夫人

堀川光江様、大分ＲＣと大分1985ＲＣの公式訪問へ

お越しいただき誠にありがとうございました。そし

て大分ＲＣの皆様、例会運営、プログラム等のご準

備重ね重ねになりますが誠にありがとうございました。

　先ほども申し上げましたが、私はロータリー歴が

まだ浅く、歴史について全く存じ上げておりません。

失礼ではありますが、今回の合同例会をきっかけと

しまして、大分ＲＣさんについて勉強をさせていた

だきました。

　その中で一番興味がわいたのが、スポンサークラ

ブが大阪ロータリークラブだということでした。皆

さんはご存じだと思いますが、松下幸之助氏や伊藤

忠兵衛氏が所属していたクラブだとお聞きしました。

私は30代の時に松下幸之助氏の考え方に触れあい、

大変衝撃を受けて、ＣＤや本を読み漁ったことがあ

ります。今考えると、ロータリアンとしての基礎を

勉強していたのかもしれません。この中に「道をひ

らく」という本があり、その中で「敵に教えられ

る」という言葉があります。要約すると「敵がいる

から自分が成長できる。そんな素晴らしい相手は倒

そうと思わずに対立しながらも調和していくことこ

そが自然の理だ」という内容です。堀川ガバナーの

アドレスに、ロータリーはパイオニアでなければな

らないというお話がありましたが、多様性を認める

ということでしょうか。話が少し横道にそれました

が、ガバナーのお迎えにあたって、歴史のある大分

ＲＣと合同例会をさせていただいた事に感謝をしま

して謝辞と代えさせていただきます。本日は誠にあ

りがとうございました。　

　
　
●ＲＩ第2720地区ガバナー　　　　堀川　貴史　様

　ガバナーパートナー　　　　　　堀川　光江　様

　ＲＩ第2720地区　地区副幹事　　谷口　英樹　様

　本日はおじゃまいたします。
　大分ロータリークラブ、大分1985ロータリークラ
ブ様のますますのご発展を祈念申し上げます。
●麻生　益直会員（１口）
　２月10日、午後４時、皇居へ行って参りました。
昨年秋の藍綬褒章受章のご褒美として天皇陛下の拝
謁はありませんが、皇居宮殿にて記念撮影をして頂
きました。
　一生の思い出ができました。この喜びを記念して
ニコボックスいたします。
●堀川ガバナー公式訪問を記念して、大分ロータ
リークラブならびに大分1985ロータリークラブ全
会員よりニコボックスをお願いいたします。

　　　　　　　　　　　（全員１口ずつ、計50口）
　
　
■３月９日　大分東ＲＣ創立60周年記念式典・祝
　　　　　　　賀会
　記念式典　18：30点鐘
　祝 賀 会　19：30～
　レンブラントホテル大分２階「二豊の間」
　杉原会長、山本幹事
■３月11日～12日　会長エレクト研修セミナー
　11日　13：00点鐘
　　　　18：00～20：00　懇親会
　12日   9：00～12：10　マリエールオークパイン日田
　馬場会長エレクト
■４月14日～16　地区大会
　14日　ＲＩ会長代理歓迎晩餐会　ホテル日航熊本
　15日　本　会　議　人吉スポーツパレス
　　　　希望交流会  人吉温泉清流山水花あゆの里
　　　　　　　　　　ホテルサン人吉
　16日　ゴルフコンペ　　　球磨カントリー倶楽部
　　　　エクスカーション　人吉近郊

３月７日　松本会員卓話
３月14日　ゲスト卓話　遠藤　克己　氏
　　　　　　（日本政府観光局　理事）
　　　　　　「これからの大分でできるインバウン
　　　　　　　ド観光の取組について」

３月21日　定款第７条第１節に基づく休会
３月28日　定款第７条第１節に基づく休会
４月４日　職業奉仕部門出前セミナー
　　　　　　ＲＩ第2720地区職業奉仕部門長
　　　　　　木下　修　氏（熊本ＲＣ）
４月11日　新会員歓迎夜の例会　18：30点鐘
４月18日　木村会員卓話
４月25日　定款第７条第１節に基づく休会

お　知　ら　せ

例　会　予　定

幹　事　報　告 ガバナーアドレス

謝　　　辞 大分1985ＲＣ　髙橋会長

山本幹事 ニコボックス 森若Ｓ.Ａ.Ａ.
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忠兵衛氏が所属していたクラブだとお聞きしました。

私は30代の時に松下幸之助氏の考え方に触れあい、

大変衝撃を受けて、ＣＤや本を読み漁ったことがあ

ります。今考えると、ロータリアンとしての基礎を

勉強していたのかもしれません。この中に「道をひ

らく」という本があり、その中で「敵に教えられ

る」という言葉があります。要約すると「敵がいる

から自分が成長できる。そんな素晴らしい相手は倒

そうと思わずに対立しながらも調和していくことこ

そが自然の理だ」という内容です。堀川ガバナーの

アドレスに、ロータリーはパイオニアでなければな

らないというお話がありましたが、多様性を認める

ということでしょうか。話が少し横道にそれました

が、ガバナーのお迎えにあたって、歴史のある大分

ＲＣと合同例会をさせていただいた事に感謝をしま

して謝辞と代えさせていただきます。本日は誠にあ

りがとうございました。　

　
　
●ＲＩ第2720地区ガバナー　　　　堀川　貴史　様

　ガバナーパートナー　　　　　　堀川　光江　様
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　本日はおじゃまいたします。
　大分ロータリークラブ、大分1985ロータリークラ
ブ様のますますのご発展を祈念申し上げます。
●麻生　益直会員（１口）
　２月10日、午後４時、皇居へ行って参りました。
昨年秋の藍綬褒章受章のご褒美として天皇陛下の拝
謁はありませんが、皇居宮殿にて記念撮影をして頂
きました。
　一生の思い出ができました。この喜びを記念して
ニコボックスいたします。
●堀川ガバナー公式訪問を記念して、大分ロータ
リークラブならびに大分1985ロータリークラブ全
会員よりニコボックスをお願いいたします。

　　　　　　　　　　　（全員１口ずつ、計50口）
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　　　　　　　ド観光の取組について」
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１．2023－24年度ロータリー手帳購入ご案内

　　ロータリーの友事務所から2023～24年度版

　　「ロータリー手帳」予約受付のご案内が届いて

おります。ご購入希望の方は事務局までご連絡

をお願いいたします。

２．メルボルン国際大会ご案内

　　今年度の国際大会が2023年５月27日から31日ま

でオーストラリアのメルボルンで開催されます。

１月24日時点の登録者数は1,122名、当初の各

地区参加目標数合計2,330名の約48％となって

おります。次回の早期登録割引が３月31日に期

限を迎えるため、再度登録のご案内が届いてお

ります。皆様ぜひ国際大会参加をご検討ください。

３．2022－23年度　ＲＹＬＡ（青少年指導者養成プ

ログラム）セミナー開催ご案内
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　　場　所　熊本県天草市　御所浦交流センター

　　参加者　20歳から30歳程度の青少年(先着20人)

　　登録費　受講生10,000円、ロータリアン20,000円

　　ライラセミナーは「地域社会の次世代のリー

ダーがつながり、アイデアを広げ、行動を起こ

すきっかけを生みだすイベント」とされており、

青少年が社会において役立つプログラムを企画

しておりますので、ローターアクト、青少年交

換留学生、米山奨学生、学友はもとより、ロー

タリー会員の子弟、若手社員、広く次世代を担

う若者にお声かけならびに参加登録をお願いし

ます。

　

　

“ロータリーはつながりであふれている”

　～友情いっぱいの仲間となにかよいことをしましょう～

　　　　 国際ロータリー第2720地区

　　　　 2022－2023年度　ガバナー　 堀川　貴史

道
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　　　　　　　　　　　　　　　　アントニオ猪木
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地区方針
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メントの実現へ

　友情いっぱいの仲間と良いことをする＝奉仕の理

想形・・・信頼が生まれることで、外に向かうエネ

ルギーへとつながります。

　「ロータリーでの参加型の奉仕、人間的成長、

リーダーシップ開発、生涯にわたる友情こそが、目

的意識と熱意を生み出します」

　　（2022年１月20日　ＲＩ会長エレクト：ジェニ

　　　ファー・ジョーンズ）

　自分がロータリーに在籍し続けた理由を「入りて

学び」とし、ほかで活かす。

　つまり「入りて学び、出でて奉仕せよ」

ロータリーと世界平和

　「人類はひとつ　世界中に友情の橋をかけよう」

　　　　　　向笠　廣次　元ＲＩ会長

　　　　　　（中津ＲＣ　1982－83年度ＲＩ会長）

　「今後、日本の生きる道は平和しかない。それを

アジアに、そして世界に理解してもらうためには、
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日本のロータリーに最もふさわしい国際奉仕事業で

はないか」―。
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ような思いがありました。
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況を考えるとき、その使命はますます重要性を増し

ているのではないでしょうか。

　留学生への支援は、未来に向かって平和の懸け橋

をかける尊い奉仕なのです。

ＤＥＩ（Diversity多様性、Equity公平、Inclusion包摂）

　ロータリーは１業種１人と言う原則がもともと多
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間）ですが、ＲＡＣは大学を拠点とするクラブは５
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が協力すれば、その変化が世界的な影響を生むと信

じています。
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