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ＲＩテーマ  

心の中を見つめよう 博愛を拡げるために 
Reach Within to Embrace Humanity 

 

2011-2012 度 国際ロータリー会長 

カルヤン・バネルジー（インド） 

 

四つのテスト－言行はこれに照らしてから－ 
① 真実かどうか   ③  好意と友情を深めるか 

② みんなに公平か   ④  みんなのためになるかどうか 

 

国際ロータリー第２７２０地区            2011-2012ＲＩテーマ 

 会長/堀川貴史  幹事/野口泰則 

クラブ広報委員長/馬場大介 

 

 第24回 例会記録(通算第2509回) 

 平成24（2012）年1月16日 

今日の例会 
1. 今日の歌 

2. 来訪者紹介 

3. 会長･幹事・各委員会報告 

4. 会員卓話 

現王園敏伸会員 

 

 

今月･来月の行事 
●1/23(月)18:30～第3回クラブ協
議会＠ホテル日航熊本 

●1/25(水)8:30～ゴルフコンペ＠
城南 CC 

●1/25(水)18:30～親睦活動委員
会 IM＠ひろのすけ 

 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

 

 

会長報告（堀川貴史君） 

2012 年最初の例会でございます。あらためまして、皆様新年明

けましておめでとうございます。昨年中は公私ともども大変お世話

になりました。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。本日、卓

話の時間に「年頭所感」ということで、お時間をいただいております

ので、熊本南 RCのお話については、のちほどじっくりとさせていた

だきます。また、年末の 26日には、今年度の地区大会の第 2 回実

行委員会が開催されました。今回は、全体の希望懇親会は予定さ

れておりませんが、前日の「RI会長代理歓迎晩餐会並びに希望交

流会」のほうに、できる限り多くの方々にご参加いただきたいとのこ

とでございました。熊本南 RCは地区大会の登録委員会を仰せつ

かりました。参加者の名札のチェック、配布物の準備（クラブ毎の袋

詰作業）、当日の受付業務が主な仕事になります。参加可能な

方々と打合せをしてまいりますので、3月9日(金)～10日(土)の出欠

を確認させていただきます。皆様方のご協力よろしくお願いいたし

ます。 

さて、スタートいたしました 2012年、平成 24年は辰年です。何を

隠そう、私は昭和 39 年生まれの辰年で、今年は年男です。私のほ

かにも、熊本南 RCの会員の皆様方の中には、杉田会員、高宮会

員、野田会員、漆島会員、現王園会員、三角会員が同じく辰年生

まれで年男です。有名人ではプロ野球ソフトバンク球団会長の王

貞治氏（４０年生まれ）、歌手の中島みゆき（５２年生まれ）、卓球の

福原愛（８８年生まれ）、野田内閣では玄葉光一郎外相と枝野幸男

経済産業相（ともに６４年生まれ）、他にもたくさんの方があげられま

す。 

【2012年の辰年生まれの人の運勢】 

 今年はパワーに満ち溢れているので、学習・仕事・何か活動など、

何にでも通常の 2 倍の努力をすることになるでしょう。そして生来の

才能と能力を十分に発揮でき、最終的に素晴らしい結果を得られ

ます。自分の心をコントロールして、目標とすることに対して手を抜

いたり途中で止めたりしないことです。以上、自分への戒めとして、

1年間頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。会長報告と

致します。 

 

 

幹事報告（野口泰則君） 

1. ガバナー事務所より、「第１回クラブ研修リーダー育成セミナー

開催のご案内」 

日時：２０１２年２月１８日（土）～１９日（日） 

対象者：各クラブ研修リーダー及び希望者 

会費：１０，０００円（懇親会・宿泊費込）クラブ負担 

場所：菊南温泉ユーベルホテル 

2. ガバナー事務所より、「ロータリー・カード担当責任者ご推薦の

お願い」 理事会にて決定致します。 

3. ガバナー事務所より 元GSE隊員の手記 

 

例会変更のお知らせ 

○熊本北ＲＣ～新春歓迎会のため場所変更 

[日 時] １月１９日（木）１８：３０～ 

[会 場] 割烹 火の国 

○菊南ＲＣ～新春家族会のため時間変更 

[変更前] １月２５日（水）１２：３０～ 

[変更後] １月２５日（水）１８：００～ 

[会 場] 菊南温泉ユウベルホテル 

○水前寺公園ＲＣ～新年会のため場所変更 

[日 時] １月２５日（水）１８：３０～ 

[会 場] 熊本ホテルキャッスル 

○江南ＲＣ～創立記念例会のため場所変更 

[日 時] ２月８日（水）１８：３０～ 

[会 場] すき焼き 加茂川 

出席報告（園田修司君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回（12/26） 

修正出席率 

６０名 ３５名 62.50％ ８７．５０％ 

出席規定適用免除者 ９名 欠席記録免除者 ０名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 
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委員会報告 

●親睦活動委員会 （現王園敏伸君） 

会員誕生祝・結婚祝 

[ 誕生祝 ]    [ 結婚祝 ] 

吉原コウイチ 君 1.01  山内昭徳 君 1.09 

丸田秀一 君 1.07  神谷平吉 君 1.16 

浅山弘康 君 1.08  現王園敏伸 君 1.19 

山内昭徳 君 1.22  堀川貴史 君 1.23 

喜讀宣友 君 1.25  瀬尾広夫 君 1.25 

赤澤 剛 君 1.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●雑誌委員会 （井上雅文君） 

まず、お手元のロータリーの友、横書きのページをお開き下さい。1

ページ目にはカルヤン・バネルジーRI会長のメッセージが掲載され

ています。この記事の前段部分では、ポリオ撲滅運動を例にし、

『献身・粘り強さ・努力の結集の力』があれば、不可能は可能になる

と言っています。中段では、私たちのプロジェクトは有意義で、持続

性があり、適切なものであるのか？など、現状のクラブに対して様々

な問い掛けを行い、今こそ、私たちのエネルギーをそれぞれのクラ

ブと、そして人々が私たちのクラブのことを知る方法に集中する時

であると結んでいます。大変考えさせられるメッセージでした。是非

ご一読下さい。 

6ページ～11ページまでは、1月はロータリー理解推進月間とい

うことで、ロータリーの創設者であるポールハリスの自宅での逸話や

亡くなった後に、一度他人に手放してしまった自宅がロータリアン

の募金により取り戻された経緯などが記載されています。 

12ページ～14ページには、国際ロータリーRI戦略委員長、南園

氏による今後の活動指針などが、端的にまとめられており、非常に

分かりやすい内容になっています。特に印象に残ったのは、RIが

約 10 年間使用してきた『RI長期計画』から 2011 年 11月より、より

直訳的な『RI戦略計画』に変更した点と、近年では、ツイッターやフ

ェイスブックなどまさにインフォメーション過剰の時代であり、その選

別と、ソーシャル・コミュニケーションへの新たな取り組みが大変重

要になっており、『何が重要であり、どんな方法が効果的』であるか

という戦略的な方法を焦点を絞って長期的に模索していく必要があ

るという部分です。 

18ページ～26ページは各地区のロータリーの多岐にわたる活動

が綴られています。 

27ページ～31ページには東日本震災復興基金日本委員会から

の報告について、32ページ～35ページまでは第40回ロータリー研

究リポートについて、36ページ、37ページには各地区大会略報、

38ページ、39ページにはよねやまだより、40ページ 41ページには、

日本ロータリー写真館として、今から約 30年前の 1980年当時のロ

ータリークラブの活動が紹介されています。 

続きまして、縦書きのページに移らせていただきます。 

縦書きのページにもご一読いただきたい記事が幾つかあります

が、ここでは 18ページのエッセーや時局雑感を投稿する友愛の広

場の中で、“『PPK』を世界語に”という表題で、『PPK』って何のこと

かな？と思い、読み進めてみると『PPK』とは『ピンピンコロリ』の事だ

そうで、長生きはするけれど、他人さまにそれほど世話にならずに

亡くなりたいとのことで、それを世界に広めたいとの想いが綴られて

おり、微笑ましく感じましたのでご紹介させていただきます。 

以上です。ありがとうございました。 

 

 

●寿崎パストガバナー  

「２０１１－１２年度 第４０回ロータリー研究会報告 RI1,2,3ゾーン」 

2011年11月23日～26日＠大阪国際会議場・リーガロイヤルホテル 
 
0７○ロータリー財団地域セミナー（RIゾーン1,2,3） 

 開会宣言、来賓紹介、表彰はアーチ・クランク。恒久基金の現況

から発足した日本財団、そしてロータリー平和フェローの現況説明。

東日本大震災と復興基金支援事業のパネルディスカッション、２億

ドルチャレンジ終結とその後、ロータリーカードで東日本の復興を。

そして未来の夢計画。質疑応答と講評で終了。熊本南 RCは２７２０

地区で一番財団のお金を使って「世界で良いことをしよう」という R

財団の方針に忠実な RCになるにはどうすればいいか、など考えさ

せられました。 
 
○ロータリーゾーン研究会 

 ２７２０地区大会に RI会長代理でお出になられました桑原 PGが

「東日本大震災とロータリー」と題して生々しいお話がありました。

「皇室に学ぶ日本人の底力」と題して京都産大教授の講演。日本

の素晴らしさの確認でした。「RI戦略計画－活動の実践化」につい

てパネリスト釧路北 RCの足立 PG、「クラブの戦略計画・長期系アッ

クの立案とクラブ活性化の実践編」「人道的奉仕活動とその将来」

についてパネリスト堺フェニックス RCの米田ガバナーのお話。 

 「職業奉仕の基本理念と実践」というタイトルで深川純一先生はじ

め４人の先生が色々お話しなさいました。「会員増強」では日本初

の本格的 E クラブ誕生について、ロータリーの新しい分野：福島グ

ローバルロータリークラブや、被災地における会員増強について、

このお話の中で漁協の車がすべて流され車が欲しかった時、台湾

の RC と日本の RCのマッチング・グラントのお蔭で車５台をその漁

協に寄付しました。それまでその漁協の組合長はロータリーを知り

ませんでした。その結果その組合長もロータリークラブの会員にな

られた話。「新世代奉仕」では IAC と RACの大切さ。人を育てる

RYLA（ライラ）、東日本震災後オーストリアに招かれた２１人の子供

たち。感激のお話がたくさんありました。ポリオ撲滅運動、ロータリー

とリーダーシップ、綱領翻訳問題の報告。タイバンコク国際大会へ

の推進のお話。２７２０地区本田ガバナーは地区から１００名参加予

定であり、あと少し空きがあるから奨めてくれ、とのこと。 

 今までの日本での大きな会合や国際関係の会合の中身が主でし

たが、今回はどんな会議が行われているかクラブの方にご理解頂こ

うとこのような報告になりました。 

 

 

スマイルボックス（漆島典和君） 

○堀川貴史君・野口泰則君 

改めまして、新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞ

宜しくお願い致します。 
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○寿崎肇君 

孫４人、ひ孫３人に囲まれた今年の正月でした。家内や息子夫

婦が元気であったらと思いました。ひ孫から「おじいちゃん、おめ

でとう」と言われるときは涙が出ました。幸せな１年の始まりでした。

皆様に感謝申し上げスマイルさせて頂きます。 

○髙宮宏君 

本日は所用のため早退します。すいません。 

○久峨章義君 

 新年合同例会を欠席致しました。今日初めてお会いする方が殆

どであります。改めまして新年あけましておめでとうございます。 

○園田修司君・現王園敏伸君  

出席委員会です。本年度２回目の１００％目標例会も達成出来

ませんでした。本年度中に何とか１度でも１００％を達成すること

を心に誓いスマイル致します。 

○赤澤剛君  

１/５～9 まで行われました春高バレーに娘が出場しました。沢山

の皆様に物販のご協力を頂きありがとうございました。娘がバボ

ちゃん饅頭を買ってきました。１つずつですが食べて下さい。２

年生ですのでもう１年あります。ケガに注意して頑張ってもらいた

いと思います。感謝してスマイルします。 

○喜讀宣友君  

先日赤澤会員の会社に立ち寄った際、恐ろしく速い赤いスポー

ツカーに試乗させて頂きました。しばし至福の時間を過ごさせて

頂いたことに感謝しスマイル致します。いつかはメルセデスに・・・

を合言葉に頑張ります。 

○渡邉秀章君  

先週、娘が成人式を無事迎えました。これまで大きな病気やケガ

もせず、育ってくれたことに感謝します。当日は写真撮影を兼ね

夫婦そろって式典に参加しましたが、小中学校の頃は男の子だ

った子が振袖を着て女の子になっていました。その子のお母さ

んもいらしていて、みんなの人気者でした。（名古屋は小学校の

校区ごとに小学校で成人式を行います。） 

○漆島典和君  

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致しま

す。 

 

☆結婚祝いスマイル  現王園君・星野君 

☆誕生日スマイル  吉原君・喜讀君・赤澤君 

 

 

 

 

 

 

 

●外部卓話 

会長年頭所感  堀川貴史会員 

あらためまして、皆様新年明けましておめでとうございます。昨年中

は公私ともども大変お世話になりました。本年もどうぞよろしくお願

い申し上げます。2012 年の始まりに当たりまして「年頭所感」という

ことで、お時間をいただいておりますので、しばらくの間おつきあい

下さい。2012年の始まりは、丁度今年度の前半の折り返し地点でも

ございます。今日は、前半を振り返りながら、反省も踏まえて、残り

半年間の私どもの活動内容をご報告させていただきます。 

 

ｸﾗﾌﾞﾃｰﾏ：「奉仕（親睦）活動に参加しよう」 

強調事項 

１．10 ヵ年ﾋﾞｼﾞｮﾝ進捗の見える化 

       ２．会員家族、ﾛｰﾀﾘｰ家族、地域社会との協調  

       ３．各委員会活動の強化と長期計画作成 

       ４．婦人の会の皆様を例会へ招待 

 

【前半振り返り：ｸﾗﾌﾞ全体】 

・ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問･･･10月 17日 

    例会、ｸﾗﾌﾞ協議会にて直接指導をしていただきました。 

・ｸﾗﾌﾞ全体行事 

    通算 2500 回例会･･･11月 7日 

    年次総会･･･12月 5日 

・ｸﾗﾌﾞ協議会 

    2回（1回はｶﾞﾊﾞﾅｰ出席）今年度あと 2回予定 

・歴代会長会 2回 

・婦人の会参加 1回（2500 回例会） 

【前半振り返り：委員会】 

・会員維持増強 

   会員数･･･入会 3名退会 3 名増減±0 現在 60名 

   R情報･･･随時行っていただいています。ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ 3回 

・ｸﾗﾌﾞ広報・・・HP改編と更新（随時）ﾂｲｯﾀｰへの書き込みが少なか

ったかな。アクセス数管理と SEO対策が課題 

雑誌･･･毎月のﾛｰﾀﾘｰの友の紹介 

・ｸﾗﾌﾞ管理運営 

  出席･･･100％出席なし 今年度通算修正出席率 87.91%（11月

まで） 

  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･･･前半外部卓話中心、後半会員卓話多め。2500 回例

会。 

  親睦･･･毎回の親睦会のお世話だけでなく、毎月の IM開催によ

り委員間の親睦向上 

  ｽﾏｲﾙ･･･822,690 円（12月末現在）。ﾍﾞｽﾄｽﾏｲﾙ賞選定。 

  会計･･･会計ｿﾌﾄの入替。会計報告継続。 

  SAA･･･毎例会の出欠確認はｸﾗﾌﾞのｺｽﾄ削減に貢献。例会の取

り仕切りに対して感謝。 

・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

職業奉仕･･･IM開催、地区ｾﾐﾅｰへの出席、11月 24日再春館製

薬所への職場訪問。卓話提供。 

社会奉仕･･･熊本城ﾏﾗｿﾝへのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録。ｵﾊｲｴ支援活動計

画。 

新世代･･･9月 17日ﾋﾛﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校ﾃﾞｻﾞｲﾝ画ｺﾝﾃｽﾄ協賛。新

世代ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ始動 

RAC･･･会員増。研修会ﾎｽﾄ立候補。観月会、家族会への参加。

10月 9日年次大会参加 

IAC･･･7月 30～31日年次大会。12月 11日ﾎﾟﾘｵ募金活動 

国際奉仕･･･10月25日～タイ訪問。2月ﾀｲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ。卓話提供に

より会員に周知。 

姉妹ｸﾗﾌﾞ･･･毎年恒例の短期青少年交換事業は今年度中止。3

月訪問予定（周年） 

R寿崎･･･7月 11日交付式。6 名。観月会、家族会への参加。 

米山･･･10 月 24日卓話提供。 

・R財団･･･ｵﾊｲｴ支援活動における地区補助金申請。12月 3日地

区ｾﾐﾅｰ参加。卓話提供。 

 

【振り返り：まとめ】 

各委員会ともに、順調に事業を消化。そのなかで、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの

機会も増え、親睦活動もうまく機能しているように思います。問題は、

会員数の伸び悩みと低下傾向にある出席率。例会を中心にもっと

魅力あるｸﾗﾌﾞ運営を目指します。 

 

【2012 年の日本の消費トレンド】ｲﾝﾀｰﾈｯﾄより抜粋  

キーワードは「安・賢・遅」。 

1．復刻ブームから見える「安心・安全」欲求と「安さ」を求め

る低価格志向の高まり 2011 年は菓子・飲料業界、アパレ

ル業界、玩具業界などあらゆる業界で「復刻版」がブーム

となりました。発売されてから 20～30 年という区切りを迎え

た商品が多くありました。ブームとなったのは、懐かしさ以

本日の合計 31,000円 

今年度の累計 860,565円 
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上に、昔、購入したことがある商品やブランドという安心感

を感じることができたことが大きな理由です。3.11 以降、

家族、つながり、絆、縁といったものを重要視する流れが

ありますが、それもすべて不安を感じる人々が安心を求め

ているからと言えます。2012～13 年は世界的に激変の年

となるでしょう。復刻版のような、確実に安心感を得られる

ものはさらに人気を得ることでしょう。併せて、引き続きデ

フレが続く日本では、安さを求める志向も同時に高くなる

はずです。ＬＣＣのような低価格の航空路線が本格的にス

タートし、ＴＰＰへの参加是非が問われる 2012 年は、あら

ためてさまざまな業界で価格の見直しに入ることになるで

しょう。安心・安全とともに、安さをキーワードにした新業態

が生まれるのが 2012 年だと思います。 

 2．「賢く見える」消費スタイルがますます強まる  

 リサイクル業界はますます細分化し、最近では「シェア消

費」（みんなで共同利用する）も増えてきました。必ずしもモノ

を所有する必要はなく、それを使用することに価値を見出し

始めた生活者が増えています。また節電の影響から、ダラダ

ラと残業するのではなく、効率よく働いて、空いた時間を自

己研鑽にあてるという人も増加中です。いかに「賢く見える」

か。これがポイントのようです。 

 3．人の集まる街、集客する店のキーワードは「ゆったり」  

 2010～11 年は銀座や有楽町など、都心のスピード感のあ

る街が注目されました。2012 年は「スカイツリー」がオーブン

することもあり、ちょっとローカルな街や東京・下町のような混

沌とした雰囲気を持つ街がトレンドを作ることは間違いありま

せん。また「街コン」のような田舎の「団体合コン」などが最盛

期を迎えるのも 2012 年でしょう。全国各地で街コンによって

地域を盛り上げようというイベントが、春にかけてかなりの頻

度で開催されるはずです。 その一方で、ひとりカラオケのよ

うな「おひとりさま市場」も拡大していきます。「ゆったり、ゆっ

くり、みんなで、のんびり」、時には「おひとりさま」が時代を作

りそうです。このように 2012 年は、スポーツから政治、経済、

スカイツリーのような新しいビル、商業施設オープンなど、大

きなイベントが続く 1年になります。久しぶりに明るい年になる

期待が持てます。 

以上のことより、考えられる一番大きなトレンドは、「ウチから

ソトへ」です。インドアからアウトドアへと人は出ていくようにな

ると思います。3.11 以前から、日本では「巣籠り消費」と言わ

れ、家の外に出ず、家の中で消費するという傾向が見られま

した。消費のダウンサイジングが続く中で、これは引き続き見

られる現象でしょう。しかし、3.11 でさらに巣籠り状態になっ

た結果、それに耐えられなくなり始めた消費者が増えている

のです。「もうじっとしていられない。できれば外にでて、ストレ

スを発散したい」というニーズが高まり始めているのです。そ

れを私は「ウチからソト」と呼んでいます。スポーツやアウトドア

がひとつのブームとなることは間違いないのですが、“ソト”と

いうのはそれだけを指しているのではありません。外食を控え

ていたのが“ソト”で食事をとるようになったり、下着・肌着や

ワンマイルウェア（家から 1 マイルの範囲内で着る服）ばかり

買わず、少しお洒落にもお金を使ったりする、という消費活

動が活発化することも含みます。また、“ソト”との交流を積極

的にするようになり、街コンだけでなく、小さなイベントやパー

ティーなども復活してきそうです。盛り場も 2012 年は盛り上

がりそうな雰囲気がありますし、すでに 2011 年のクリスマス前

後の東京の繁華街は、忘年会やパーティーのお客さんでご

った返しています。2011 年までは“ウチ”の時代でしたが、

2012 年は“ソト”に意識と行動が向かいます。企業としてはそ

のような嗜好を持つ消費者に対して、何を提案できるかが問

われます。これまでのマーケティングを切り替えて、お客様を

“ソト”で楽しませる企画や商品、サービスを開発していく必

要があります。2012 年は新しい時代の幕開けになりそうで

す。 

 

【消費トレンドを踏まえて】 

 企業はもちろんですが、熊本南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの事業にも同

じように、地域社会のﾆｰｽﾞにあったものが要求されてまいり

ます。先ほどの言葉で言うと「ｳﾁからｿﾄへ」。次年度以降の

事業を検討する中で、参考にできればと考えます。  

 

【下期計画：ｸﾗﾌﾞ全体】 

・ｸﾗﾌﾞ協議会 2回 

・歴代会長会 1回（次年度主催） 

・婦人の会参加 1 回 

【下期計画：委員会】 

・会員維持増強 

   会員数･･･目標 70名。現会員の満足度がカギになる。 

   R情報･･･新入会員ﾌｫﾛｰ企画 

・ｸﾗﾌﾞ広報 

   アクセス数管理と SEO対策が課題 

   雑誌･･･毎月のﾛｰﾀﾘｰの友の紹介継続 

・ｸﾗﾌﾞ管理運営 

  出席･･･出席率向上。ﾒｲｸﾌﾚﾝｽﾞの日の実施。 

  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･･･消化予算をみながら、魅力ある卓話提供。 

  親睦･･･毎月の IM開催継続により委員間のさらなる親睦向上 

  ｽﾏｲﾙ･･･下期のﾍﾞｽﾄｽﾏｲﾙ賞も魅力あるものに。目標 1,700 千

円にご協力を。 

・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

  職業奉仕･･･親睦を兼ねた職場訪問 1回。 

  社会奉仕･･･熊本城ﾏﾗｿﾝのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動。ｵﾊｲｴ支援活動。家

族清掃･･･新世代他と協働事業 

  新世代･･･新世代ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ決定～次年度への準備 

・ RAC･･･会員増。研修会ﾎｽﾄ。家族清掃活動

協働。 

・ IAC･･･家族清掃活動協働。 

  国際奉仕･･･2 月ﾀｲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ。 

  姉妹ｸﾗﾌﾞ･･･3 月訪問予定（周年） 

  R寿崎･･･家族清掃活動への参加 

  R財団･･･ｵﾊｲｴ事業の報告書提出。 

 

【下期計画：まとめ】 

新しい事業企画は必要ありませんので、決定した事業に会員の皆

様が全員参加できるような進め方と、「ｳﾁからｿﾄへ」のｷｰﾜｰﾄﾞに沿

った進め方を意識しておこなっていきます。また、次年度へのスム

ーズな引継ぎをじっくり時間を掛けて行っていきましょう。 

全体としては、3月の RI会長代理歓迎晩餐会と地区大会への全員

参加をぜひお願いいたします。 

 

【10 ヵ年ﾋﾞｼﾞｮﾝ見える化】について 

別紙資料参考 

各委員会の事業については、中長期的に検討する必要があると思

いますので、今後そのような機会を作ってまいります。 

 

【最後に】 

昨年は日本にとりまして大変な 1年となりました。今年 1年間が、お

だやかな 1年となりますことを心から祈念いたしますし、会員の皆様

方におかれましても、健康で、幸せな 1 年となりますことを心からお

祈りいたしまして、年頭所感とさせていただきます。 

 

 

 

 

【例会予定】    

１月３０日（月） 未定 
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