
 

２０１６年            ロータリー親睦活動月間                     

第２８９５回例会         ６月９日（木）       於／ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部  

   会長  齋藤  博  

幹事  岡田  章    

〇ロータリーソング(我等の生業)  

○会長の時間 

○幹事報告  

①理事会報告 

  a)5 月度の会計報告が異議なく承認されました。 

    b)7 月度の創立 60 周年記念式典を夜間例会と致します。 

    c)清水幸男さんのブラザーは藤井良康さん。所属委員会は親睦活動委員会と承認されました。 

〇次年度幹事報告 

 ①7 月 14 日(木)例会終了後 13：40 より第 2 回クラブ協議会を開催致します。理事・役員・ 

委員長の出席をお願い致します。欠席の場合は代理出席者をお願い致します。 

 ②株主総会の季節になりました。クラブ活動・運営計画書ならびに HP 更新に伴い役職等 

変更になられた方は至急、事務局までご連絡の程お願い致します。 
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  本日の卓話   

 外部卓話 

「ＵＭＧ ＡＢＳの会社案内」 

UMG ABS㈱ 副社長 渡邊 祐二 氏 

次回の卓話(6 月 16 日)   

会員卓話 

「中国の海洋戦略」 

高井 仁 会員 

 



 

☆☆☆☆ 只今ｉｎｇ ☆☆☆☆☆ 

 

・「宇部・「宇部・「宇部・「宇部 RCRCRCRC 英会話同好会英会話同好会英会話同好会英会話同好会」について」について」について」について            (参加希望の方は川戸まで。)    

次回開催予定日                        6666 月月月月 23232323 日日日日((((木木木木))))    17171717：：：：00000000～～～～17171717：：：：45454545    4F4F4F4F 梅の間梅の間梅の間梅の間        

英会話同好会は月 1 回、例会の前後に 30～45 分開催の予定です。               

    

・「・「・「・「宇部宇部宇部宇部 RCRCRCRC 親睦活動；屋上親睦活動；屋上親睦活動；屋上親睦活動；屋上 BQBQBQBQ と歌合戦と歌合戦と歌合戦と歌合戦」について」について」について」について    

日 時  平成 28 年 6 月 9 日(木) 18：00～21：30  

場 所  ミリア（中央町バス停前）  

登録料  男性 5,000 円  女性 4,000 円 

    

・「宇部・「宇部・「宇部・「宇部 RCRCRCRC ｸﾗﾌﾞ管理運営ｸﾗﾌﾞ管理運営ｸﾗﾌﾞ管理運営ｸﾗﾌﾞ管理運営((((合同合同合同合同))))委員会」について委員会」について委員会」について委員会」について    

日 時  平成 28 年 6 月 16 日(木) 13：40～例会場前 

    

・「・「・「・「宇部宇部宇部宇部 RC 2016RC 2016RC 2016RC 2016――――17171717 年度年度年度年度        第第第第 2222 回クラブ協議会回クラブ協議会回クラブ協議会回クラブ協議会」について」について」について」について    

日 時  平成 28 年 7 月 14 日(木) 13：40～  

場 所  ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 2F 弥生の間  

  議 題  「新年度の始まりにあたり」 

    

・「・「・「・「RI2710RI2710RI2710RI2710 地区；地区大会地区；地区大会地区；地区大会地区；地区大会    仮登録仮登録仮登録仮登録」について」について」について」について    

日 時  平成 28 年 10 月 30 日(日) 9：00～登録受付  

場 所  広島国際会議場  

登録料  6,000 円 

 

                          

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    例例例例    会会会会    予予予予    定定定定    ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    
6 月 16 日 通常例会 会員卓話「中国の海洋戦略」高井 仁 会員 

6 月 23 日 夜間例会 「役員活動報告」齋藤 博会長・岡田 章幹事・藤井良康 S.A.A 

6 月 30 日 休会 

7 月 7 日 通常例会 会長・理事・役員「就任挨拶」(西村(滋),木下,神吉,田辺,脇,金子(正)) 

7 月 14 日 通常例会 理事・委員長「活動計画」 

(木下,鶴田,神谷,芥川,作村,田中(敏),福田,川戸,藤井(政)) 

                ＊＊＊ク＊＊＊ク＊＊＊ク＊＊＊ク    ララララ    ブブブブ    予予予予    定＊＊＊定＊＊＊定＊＊＊定＊＊＊    
6 月 9 日(木) 宇部 RC 親睦活動；屋上 BQ と歌合戦 18：00～21：30 ミリア 

6 月 16 日(木) 宇部 RC 管理運営(合同)委員会 13：40～ 例会場前 

7 月 14 日(木) 宇部 RC 2016-17 度 第 2 回クラブ協議会 2F 弥生の間 

10 月 30 日(日)RI2710 地区 地区大会；広島国際会議場 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜＜＜＜６６６６月の他クラブ例会予定＞月の他クラブ例会予定＞月の他クラブ例会予定＞月の他クラブ例会予定＞    
美祢 RC（火） 

美祢グランドホテル 

７日 

１４日 

２１日 

２８日 

クラブ協議会 理事会 

家族例会（未定）  

クラブ協議会 

夜間例会  

小野田 RC（水） 

ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ 

１日 

８日 

１５日 

２２日 

２９日 

通常例会 

通常例会 

クラブアッセンブリ― 

夜間例会 

クラブアッセンブリ― 

宇部西 RC（火） 

ANA 

ｸﾗｳﾝ ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部 

７日 

１４日 

２１日 

２８日 

通常例会 理事会  

通常例会 硬貨献金日 

通常例会 倹約デー  

第６回クラブ協議会（夜間） 

宇部東 RC（水） 

宇部 72 ｱｼﾞｽｽﾊﾟﾎﾃﾙ 

１日 

８日 

１５日 

２２日 

２９日 

通常例会  

通常例会 

通常例会 

休会 

夜間例会 

 

                                                                        

                    ≪≪≪≪    ロータリー情報；第ロータリー情報；第ロータリー情報；第ロータリー情報；第３３３３６６６６回回回回    ≫≫≫≫    

    その後 1934 年までは奉仕の理念は、基本的には職業奉仕を意味していました。1937 年ニースの国

際大会でウイル・メーニア Jr は「誰かが奉仕の理念とは、他人のことを思い遣り他人のために尽く

すことだと定義しました。他人のことを思いやり他人のために尽くすことと通じて、ロータリアン

は自らの職業の規範を高めながら、国際理解と親善と平和を推進するために自らの地域社会に役立

つように努力しています」と述べています。この発言は明らかに人道的奉仕活動に主軸がシフトし

ている感じがします。さらに、チェスレー・ペリーは 1954 年 3 月にタルサ・クラブで「多くのロー

タリークラブがそれぞれの地域で行っている社会奉仕活動の素晴らしい業績に加え、ロータリー運

動は全体として、ロータリーの会員になる人だけでなく、人類全体にわたって、他人のことを思い

やり他人のために尽くすという ideal og service が受け入れられ、実行されていくものと信じてい

ます」と述べています。さらに、1955 年 11 月にコネチカットで行われた IM（インターシティ・ミ

ーティングで、「ロータリアンは人類すべてが他人のことを思い遣り他人のために尽くすようになる

まで、超我の奉仕の活動に参加するように説得すべきです」と述べています。そして、公式名簿の

最終ページに記載されている brief history of Rotary に The ideal of Service which is 

thoughtfulness of and helpfulness to others という解釈がついています。第一次世界大戦、世界

大恐慌、第二次世界大戦と激震が続く中、ロータリーがいかに荒波を乗り越えていったか、思い深

いものがあります。 

第 2840 地区（群馬）2013-2014 年度 本田博己ガバナーの講演内容などを参考にしました。是非ロ

ータリーの希望もあわせて参考にしてください。 

これで終わります。1 年間読んでいただいてありがとうございました。   福田信二    

ロータリー情報委員会ロータリー情報委員会ロータリー情報委員会ロータリー情報委員会    

 


