
財団ニコニコ 三宅 ＄360 

矢部（光）、山本（由）、横山（訓） 各＄100  

       矢部（房） ＄10 

米山ニコニコ 矢部（光）、山本（由） 各 5,000 円 

矢部（房） 1,000 円 

E-mail: zushirc@sage.ocn.ne.jp 

Website:http://www.zushi-rc.com/ 

本日の進行（12:30） 

濱野八十一氏 

「長柄桜山古墳にみる

逗子のなりたち」 

―次回のお知らせ― 
9月 14日（12:30） 
ガバナー公式訪問 

リハーサル 

（第 2 グループ三宅 AG） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日はクラブ奉仕フォーラムの日です。

ガバナーエレクトの 脇 洋一郎様に来

ていただき開催出来ますことは大変光栄

です。今年度は来年の 2 月 10 日「ＩＭ」、

4 月 8 日に「地区研修・協議会」を担当し

ます。もとより「地区研修・協議会」は逗

子ロータリーにとって初めての経験です。先日横須賀ロータリ

ークラブを訪問、開催のノウハウを学んでまいりました。 

今年の逗子の主なミッションに「地区との共生」を掲げまし

た。地区との関わりをいかに果たしていくか、地区からの要請

にどう答えていくかが大きな命題です。「会員増強」「公共イ

メージの向上」「米山財団・ロータリー財団」への貢献が主な

課題です。逗子は多くの会員が地区と関わり太いパイプを築い

ていますがまだ少数です。「ＩＭ、地区研修・協議会」を担う

ことによって更に「地区との共生」を実のあるものにしたいと

思います。 

逗子ロータリーは「親睦と奉仕」のバランスを常に考え活動

しています。親睦は往々にして盛り上がりますが、奉仕活動は

地道な努力が必要です。常に意識しなければ時には後回しにな

りがちです。今日ガバナーエレクトのお話を伺い奉仕について

学び実践をより強固なものにしたいと思います。 

 

 

匂坂幹事 週報：横須賀西 RC、横須賀北 RC 

     9 月ロータリーレート：＄１＝109 円 

開催案内：・9/9（土）13:00～ 第 4 回インター・ローター

アクト委員会 於：第一相澤ビル 6 階 

    ・9/12（火）18:30～ 会長幹事会（ホスト鎌倉中央） 

      於：フェリーチェ（稲村ケ崎） 

その他：「創立 55 周年の歩み」DVD 出来上がりました。お

持ち下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創立 55 周年記念誌     清水惠子 

★先に発行・配布された 55周年の記念誌は、広報・記念

誌担当である宝子山委員長はじめ委員の力作であります。

宝子山委員長は、「記念誌はいつでも手にとってみられる

冊子にする、編集は印刷屋に任せない、カラーで安く仕上

げる」 という強い決意のもと、早い時期から構想を練り

ました。★記念例会のページには参加された方々の写真を

できるだけ多く載せ、厳粛にも盛大かつ楽しんでいただけ

た機会であることを証明しました。★51 期～55 期年度

の各事業については、クラブ会報を参考に「写真で語る」

分かりやすいページになりました。各年度の会長から頂い

た文には、人柄と特色が表れています。★新会員のページ

は、素顔の写真を提供して頂き、ことのほか楽しい内容に

なりました。★活動・奉仕の歩みのページには、前回の記

念誌の続きを入れさせていただきました。内容に齟齬があ

る場合はお許しください。この作業に私が少々手間取り、

発行が遅れました事、お詫び申し上げます。★宝子山委員

長はじめ委員の熱意と試行錯誤の賜物であるこの記念誌、

どうか皆さま、時々はページを広げて、逗子 RC のあれこ

れを楽しんでいただけたら幸いです。  

 

【出席報告】会員数 51 名（出席免除 4 名） 

      出席者 22 名 出席率 45.83% 

村松会長の時間 

報  告 

 No.9 2017 年 9 月 7 日 

例会日 

第 1･2･4木曜日 12:30 

第 3木曜日  18:30 

第 5木曜日  18:00 

例会場：「カンティーナ」 

逗子市新宿 1-3-15 

TEL：046-870-6440 

事務所：逗子市桜山 6-3-29 

TEL＆FAX：046-873-0226 

会 長◆村松 邦彦 

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆山本 由夫 

副会長◆松井 一郎 

    藤吉 一哉 

幹 事◆匂坂 祐二 

ＳＡＡ◆橘 武 

会 計◆岡本 久 

直前会長◆菊池 尚 

会報委員長◇宝子山 泰久 

当日は、8 名の帰国学生が参加、

来日学生の紹介もありました。

当クラブから、イタリア派遣の

山本愛理さんが報告を発表し、

貴重な体験ができた事、そして

ロータリーの皆さんへの感謝の

言葉を述べられました。改めて

素晴らしい事業だと感じまし

た。  （匂坂幹事） 

【ゲスト】脇洋一郎様（茅ヶ崎湘南 RC ガバナーエレクト） 

    渡邊來様（茅ヶ崎湘南 RC 第４グループ AG） 

【ビジター】橋本はづき様（鎌倉中央 RC 幹事） 

16-17 年度派遣学生帰国報告会・解団式の報告 

 

mailto:zushirc@sage.ocn.ne.jp


クラブ奉仕委員会担当理事：矢部房男 

 来年４月８日に担当する地区研修協議会を成功させるために、 

脇ガバナーエレクトから 2018～2019 年度に何をしなけれ 

ばならないかを感じ取っていきたい。脇ガバナーエレクトのご 

講演を聴いた後、何をしなければならないか感じ取った内容を 

グループごとに発表をすることとした。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

脇洋一郎様（茅ヶ崎湘南 RCガバナーエレクト）、渡邊來様（茅
ヶ崎湘南 RC 第 4AG）…今年度の地区研修協議会ホスト
宜しくお願いします。 

村松君、鈴木（安）君、矢部（房）君…ようこそガバナーエレ
クト脇様、卓話よろしくお願いします。 

匂坂君…脇ガバナーエレクト、鎌倉中央 RC 橋本幹事ようこそ。 
橘（武）君…脇洋一郎ガバナーエレクト、渡邊第 4 グループ

AG ようこそ。 
三宅君…脇ガバナーエレクト、渡邊ガバナー補佐、本日はあり

がとうございます。 
山口君…寒くて風邪ひきそうです。 
矢部（光）君…成功させよう、IM と地区協議会。脇洋一郎ガバ

ナーエレクトようこそ。 

菊池君…脇ガバナーエレクトようこそ。 
山本（由）君…クラブ奉仕フォーラム、IM と地区協議会ガンバロ

ー！！ 
桐田君…台風が近づいてます。風に飛ばされない様気を付けて下さい。 
岡本君…サッカーの予選が気になります。 
服部君…明日 9/1 フィットネスオープンです。ロータリー割引

ありますので、運動して下さいね！ 
横山（健）君…昨日、ゴルフ自己ベストでました。たった９５． 
清水（惠）さん…フォーラムよろしくお願いします。 
小西君…今年もあと 4 か月です。たくさんの思い出を作りたい

と思います。 
清水（信）君…今日は涼しい 1 日でした。 
横山（訓）君…よろしくお願いします。 

クラブ奉仕フォーラム 
クラブ奉仕から見る 

2780地区 IMと地区協議会 

茅ヶ崎湘南ＲＣ ガバナーエレクト 脇洋一郎氏 

 逗子ロータリー訪問は初めてだが、大先輩の鈴木元ガバナー補佐には薫陶を受け、勉強をさせていただいた。三宅ガバナー

補佐と石田青少年委員長とは地区では一緒に活動させていただいている。 

 茅ヶ崎湘南ＲＣは次年度の地区協の担当となっており、来年横須賀で逗子ＲＣが担当した後、引き継ぐのは我々のクラブで

す。今日一緒に参りました渡辺ガバナー補佐はその時の実行委員長です。今日は一緒に勉強しようということで参りました。 

地区研修協議会というのはどういうものか概要をご説明したい。今春開催の小田原北ＲＣが担当した報告書がお手元にあると

思いますが、報告書は先般すでにできあがっています。最終的には報告書を、できれば７月の初め頃に発行していただきたい。

大変な作業ですが引き継ぎをして進めていただきたい。 

スケジュールを申し上げると、まず来年の３月にリーダー、サブリーダー会議がガバナー事務所で開催されます。内容は地

区研修委員会が作成します。ホストクラブは、まず会場の設営をお願いします。2017の報告書を見ると、12 部門に分かれ

て研修をしたので、12 教室を用意して、そちらにホストクラブから 1～2 名を配置し、各教室の議論を記録していただく。

リーダー、サブリーダーの話す内容は用意されているので、フリートーキングの質疑応答が記録する際に問題になる。質問者

がどこの誰でどのような内容であったか記録しなければならない。小田原北ＲＣはいろいろなノウハウがあるので、是非一度

打合会をやって十分引き継ぎをしていただければと思います。私の方から連絡をしても構いません。 

地区協は何のためにやるのかというと、大谷ガバナーが就任されまして、大谷さんが今年の 1 月にサンチアゴに集まって本

年度の方針を聞いています。それに基づいて、２月に地区チーム研修を行います。地区協の目的は、その意味では次年度の体

制のための研修会であります。逗子ＲＣが次回の担当であることは、その次の私達が担当する体制にとって、有難いことです。

皆様方には大変お世話になります。 

例年、12 月頃の地区研修委員会で地区協の実行委員会の方が何名かが来ていただいて、摺り合わせをすることになってい

ます。詳細が決まり次第ご連絡します。 

 地区協への対応は大変重要です。例年1,000名程度来訪されます。会費1人当たり8,000円ですので予算総額は大体800

万円です。その中で会場費、懇親会費、報告書の費用等を賄います。我々は、常に奉仕ということを考えて日々活動しますが、

地区協に来た方に良かったと言われるような研修会にしたいと思います。本日はありがとうございました。 

ニコニコＢＯＸ 本日合計    ￥３７,０００    累計 ￥３２４,０００ 

 渡辺ガバナー補佐か

らよくお話を伺いまし

た。委員会を作って下支

えをしたい。会場づく

り、受付の用意、懇親会

等について委員会を作

って対応したい。 

担当 清水 信行 

小西会員 

 会場設営には 70 名
程度必要なので、他クラ
ブに協力をお願いした
い。月単位でのスケジュ
ールを組んで進めない 
 

各 グ ル ー プ の 発 表 

清水（恵）会員 

 

村松会長 

 いろいろとガバ
ナーエレクトとお
話しして、当日は
75 名ぐらいの人 

手がいるので、第２グループ全体
にこれからお願いしたい。皆様方
一人一人に担当を割り振るので、
その際にはご協力をよろしくお
願いしたい。 

 

と時間が無い。地区協に委員会活動を活発に
する。ＲＩの会長の方針を地区協で伝えると
いうが、800 万円近いお金が動くので一過
性のイベントで終わらせるのではなく、何か
次につなげる形にしたい。 
 

 


