逗子ロータリークラブ

Weekly Report

2018-2019 No.14 2018 年 10 月 11 日
例会日

会

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

長◆山本

鈴木 安之
幹

事◆清水 惠子

ＳＡＡ◆矢部 房男
会計◆岡本 久
直前会長◆村松 邦彦

TEL＆FAX：046-873-0226

会報委員長◇宝子山 泰久

第 2780 地区ガバナー公式訪問
脇 洋一郎ガバナ―

2018 年 10 月 4 日―
幹事報告

山本会長の時間
今日は 10 月 18 日（木）に予定して

マハブービ シェヘラ
ザードさん
(米山奨学生イラン国籍
湘南工科大学)
―次回のお知らせ―
10 月 18 日(18:30)

副会長◆福嶋 謙之輔

事務所：逗子市桜山 6-3-29

―272８回 例会記録

本日の進行（12:30）

由夫

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆大野 宏一

清水幹事

到着物：・ロータリーの友 10 月号

おります、脇ガバナー公式訪問前のリハ―

・地区研修・協議会報告書が全員分送られてきました

サルとして、第２グループ岡野ガバナー補

週報：横須賀北ロータリー

佐をお迎えして、２０１８-１９年度の第２
グループのテーマ「友好の輪を広げ、リー
ダーを育成しよう」等、色々なお話を伺い
ます。また、ガバナー公式訪問のタイムスケジュールほか、当
日のクラブ協議会の議題についてもお話を伺います。また、ガ
バナー公式訪問のタイムスケジュールほか、当日のクラブ協議
会の議題についてもお話を伺います。後ほど、宜しくお願いい
たします。

開催案内：・10/9（火）18:00～
会長幹事会

レー大会は、大型の台風２４号が接近した影響のため、中止と
なりました。福岡から来られる高尾プロには、前日に中止の旨
をご連絡しました。逗子クラブとしても、１５回を迎える継続
事業として意気込んでいただけに非常に残念でしたが、自然に

葉山 RC

於：アイクロス湘南６F

第 5 回インターアクト委員会・アクターズミーティング
・11/3（土）13:00～

於：相澤ビル８F

2019-20 年第 1 回補助金説明会・セミナー
・11/23（金）9:30～

於：平塚学園高校

インターアクト年次大会
・11/13（火）9:30～

先日３０日に行われる予定でしたロータリーカップビーチバ

ホスト

・10/20（土）13:00～

於：ラ・プラージュ

於：湘南ローンテニスクラブ

第 53 回神奈川県ロータリアン親睦テニス大会（上野杯）
その他：・地区より END POLIO NOW

ードシャツの販売、申し込み書がきています。
1 枚 5,000 円。締め切りは 10 月末。
・本日も北海道胆振東部地震の義援金募金の御協
力をお願い致します。

は勝てない事を実感いたしました。
今後は京都紫野ロータリークラブへの表敬訪問と、京都紫野
ロータリークラブから逗子クラブへの表敬訪問等、いろいろな
予定が詰まっております。私も会長として、何とか３か月が過
ぎましたが、残り９か月を会員の皆様が喜んで例会に出席して
くださるよう、楽しいイベント等を考えて行きたいと思ってお
ります。

10 月理事会報告
・ビーチボール大会の報告…雨で中止、プロにキャンセル
代を支払う。

→承認

・11 月 29 日（木）社会・国際フォーラムについて…場
所は海狼にて。

→決定

・京都紫野 RC 表敬訪問について…10 月 29 日（月）

また、今月１０月は、米山月間と、経済と地域社会の発展月

6 名参加の予定。逗子への来訪は 11 月 22 日（木）

間です。来週 11 日の例会では、イラン国籍で、湘南工科大学
において勉強されております、米山奨学生のマハブービ・シェ
ヘラザートさんの卓話があります。来週の例会出席もよろしく
お願いいたします。

→承認
・プログラム委員長交代について…桐ケ谷委員長から松井
副委員長が委員長に就任

→決定

・2019 年 3 月 2 日（土）第２グループ I.M について

以上会長の時間を終わらせて頂きます。
【出席報告】

のオックスフォ

会員数 49 名（出席免除４名）
出席者 26 名

出席率 57.77%

…企画内容について検討とした

→継続審議

・会員の退会について…川上会員の退会を承認。社会福祉
協議会出向会員を横瀬会員に変更。

本日はガバナー公式訪問リハーサルとして、葉山ロータリーク
ラブ岡野ガバナー補佐に講話をいただきます。岡野ガバナー補
佐よろしくお願いいたします。
できれば葉山よりも逗子クラブの会員になりたかったと思
っている、今年度ガバナー補佐を務めさせていただきます岡野
正道です。まず私の経歴ですが、2007 年に葉山ロータリーク
ラブに入会をいたしました。漫然と例会に出ているような状況
の中で３年目に退会届を書きましたところ、ある先輩の方が、
あなたはまだ分かっていない、ロータリーというのは多くの成
功体験を重ねた職業人がいて、その方々と触れ合って価値観を
知る学びの場である。もっと学べる役職につきなさい、それは
幹事だ、ということで 2011 年に葉山ロータリークラブの幹事
になりました。照沼会長年度でしたが、スタート時からアウエ
イ感のある中で、三宅さん、藤吉さんにいろいろと助けられ救
われました。その年度は逗子クラブの 50 週年であり葉山クラ
ブが 30 周年でもありました。当時、逗子クラブは大変活気が
あり、また一体感がありました。三宅会長から照沼会長に逗子
クラブでの挨拶を求められ、逗子と葉山のクラブの良好な関係
の大きな転換点になったと思います。
2012 年葉山ロータリークラブの慶松憲三さんがガバナー
補佐に就任しましたが、任期途中で事故に遭われ継続できなく
なりました。その時にお受けいただいたのが鈴木安之さんです。
いろいろと心遣いいただき葉山クラブは感謝しました。
2013 年は私が会長になりました。会員が 17 人に減って危
機的な状況でした。この時のガバナー補佐が松井さんです。ご
助言をいただき地区補助金を使って新しい取組みを行いました。
現在、25 名の若い方が入って活性化していますが、この時の
取組みによるものと思っています。
2014 年からは地区に向してロータリー財団の活動を３年
間行いました。このロータリー財団で、再び三宅さんと出会い、
利用しやすい制度に変えてゆくことができました。地区の中で、
財団の活動を支援してきました。現在、61 グループある中で
第２グループは注目されるクラブになっております。
今年度ガバナー補佐という職責を担っておりますが、これは
今年度ガバナーの脇洋一郎さんを支える、そして第２グループ
の会長、幹事に来年の任期までに短い期間に光を当てるという
のが役割だと思っております。

★まずはロータリー財団への寄付
10 ドルから

10 ドル×112 円=1,120 円

★米山奨学会は 1,000 円からの寄付を
明日のリーダーを育てる為に！
御協力御願いします。
矢部光治ロータリー財団・米山奨学委員会担当理事からのお願い

ニコニコＢＯＸ

本日合計

ここで脇洋一郎さんの自己紹介のビデオを５分間ご覧いた
だきます。
２週間後の 10 月 18 日の夜例会。私も同行いたしますが、
ぜひ皆さんお迎えしていただきたいと思います。
脇ガバナーが今年度出している地区方針を説明します。この
地区方針に特徴的なのは、
「奉仕の実践」が一番目に挙げられて
いる点です。普通は「会員増強」が来ます。これは、ロータリ
ー財団の地区補助金、グローバル補助金の積極的な活用、青少
年のための奉仕活動を実践することが第 1 項に挙げられていま
す。第２項は合わない戦略計画の実践公共イメージと認知度の
向上。第３項は、会員増強と会員維持。逗子クラブは現在 48
名ですので純増 2 名をお願いします。若い人を女性が入会しや
すい環境を作ることです。第４項は寄付のお願いです。ロータ
リー財団と米山記念奨学金です。
目標額は 150 ドルではなく、
200 ドルとなります。補助金委員会の委員長は三宅さんです。
円安ですので２万円ですと 200 ドルを切ってしまう。米山奨
学会は、２万円以上でお願いします。第５項は、ロータリー賞
へのチャレンジです。第６項はマイロータリーへの登録率向上
です。マイロータリーというのはインターネット上で登録する
システムです。逗子クラブは 14 名が登録しています。メリッ
トは記録として残るので、自分のロータリーでの実績の履歴を
見ることができます。六つの地区方針な脇年度に打ち出されて
います。来週のガバナー来訪までしっかり頭に入れておいて欲
しいと思います。
担当：清水 信行
財団ニコニコ 村松
＄150
矢部（房）、矢部（光）、菊池、
桐ケ谷、森澤、大下
各＄10
米山ニコニコ 矢部（房）
50,000 円
村松、横瀬
15,000 円
山本（由）
3,000 円
菊池、臼井、桐ケ谷、森澤
各 1,000 円

￥３０,0００

岡野様（ガバナー補佐）…本日は宜しくお願いします。
山本(由)君、矢部(房)君…ガバナー公式訪問前リハ―サル、岡野 AG
今日は宜しくお願いします。
清水(惠)さん、菊池君、山本(三)さん、松田君、森澤君、桐ケ谷君
…岡野 AG 本日は宜しくお願い致します。
福嶋君、松井君、宝子山君、三宅君、岩堀君、匂坂君、清水(信)君
…岡野 AG ようこそ、本日は宜しくお願いします。
安藤君…もう 10 月だ、月日のたつのは早いですね。
橘（武）君…岡野 AG ようこそ。

累計

￥５４６,０0０

矢部（光）君…岡野ガバナー補佐をお迎えして。よろしく
ご指導の程！
臼井君…10 月は米山月間です。少額でも結構です。是非ご
寄付をお願いします。
村松君…天気悪し、また台風いやな秋でした。
桐田君…また台風が近づいています。気を付けて下さい。

横瀬君…月が変わりました。もう 10 月ですか。
横山君…ビーチバレー残念でした、優勝逃して。
岡本（一）君…台風の怖さを知りました。

