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山本会長の時間
今日は 2780 地区の脇洋一郎ガバナー
の公式訪問の日です。ようこそ、逗子の地
へお越しくださいました。岡野正道ガバナ
ー補佐にもお越し頂いております。今日は、
よろしくお願い致します。

先週 13 日と 14 日の土日 2 日間は、
ホストクラブ茅ヶ崎湘南ロータリーク
ラブのもとで 2780 地区の地区大会が盛大に行われ、逗
子ロータリーからも多数出席いたしました。ありがとう
ございました。脇ガバナーも大変お疲れかと存じますが、
本日は逗子ロータリーへのご指導をよろしくお願い致し
ます。
先月 9 月 30 日（日）に開催を予定しておりました逗
子海岸ビーチバレー大会ロータリーカップは、台風のた
め中止になりました。今回で 15 回を数える継続行事だ
ったため、大変残念に思います。
今週の土曜日 20 日に、本厚木ロータリークラブの加
盟認証状伝達式が厚木で開催されます。私と清水幹事で
行ってまいります。
翌 21 日（日）は、匂坂社会奉仕委員長を中心に逗子
市民まつりが開催されます。例年通り、逗子ロータリー
も参加致します。市民祭りでは、エンドポリオナウと薬
物乱用防止の PR と、チャリティー募金として綿菓子の
プレゼントを致します。逗子ロータリーとしては、2780
地区公共イメージ委員会へ、のぼり旗 5 本を地区にお借
りします。会員の皆様の多数参加をお願い致します。
10 月 29 日（月）は、私と幹事、会員４～5 名で姉妹
クラブの京都紫野ロータリークラブへ表敬訪問に行って
きます。少し先のことですが、11 月 22 日（木）の逗子
ロータリー例会に、京都紫野ロータリークラブの皆様が
来訪されます。多数の出席をお願い致します。
今日は例会のあと、19 時 30 分から 20 時 30 分の 1
時間、クラブ協議会・懇談会か開催されます。皆様、活
発な意見をお願いいたします。
脇ガバナー、よろしくお願いいたします。これで会長
の時間を終わらせていただきます。
【出席報告】

由夫

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆大野 宏一

会員数 48 名（出席免除４名）
出席者 33 名 出席率 71.73%

清水幹事

到着物：・ガバナー月信 10 月号・地区大会の
お礼状・「ハイライトよねやま」メールにて受領。
週報：鎌倉 RC
委員会報告 匂坂社会奉仕委員長：・10/21（日）逗子
市民祭りです。今年も、綿菓子を 100 円でご提供し、
エンドポリオの募金活動にあてたいと思います。9 時
30 分集合です。委員会の方は 9 時にお願いします。
皆様のお手伝いを宜しくお願いします。
・本日 2 次会を哉吉にて行います。皆さん、是非ご出
席ください。

10 月誕生日・結婚記念日のお祝い（敬称略）
本人：三宅譲、石田隆、岩堀恭一
配偶者様：大野直美（宏一）
、清水武壽（惠子）
、大下美由
紀（智明）
結婚：山口哲・信子、藤吉一哉・慶子、宝子山泰久・澄子、
大野宏一・直美、匂坂祐二・ふじ子

10 月 21 日(日) 逗子市民まつり
危険ドラッグ乱用防止＆END POLIO NOW ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
綿菓子でチャリティー募金 54,450 円
逗子 RC 会員 24 名が参加

財団ニコニコ 鈴木(安)、桐ケ谷、矢部（光）、田耕 各＄10
米山ニコニコ 鈴木(安)、桐ケ谷、臼井

各 1,000 円

第 2780 地区ガバナー公式訪問

脇 洋一郎ガバナー

本日は、2018-19 年度 ガバナー公式訪問でした。 脇ガバナーより今年度国際ロータリーバリー・
ラシン会長の RI テーマ「インスピレーションになろう」について説明頂きました。 バリー・ラシン RI 会長は
「Change」変化を強調しています。なぜ変化を強調するのか。重要なことは意識改革です。それぞれの
クラブ、ロータリアンがインスピレーションを働かせて、ロータリーに変化をもたらす発想の転換を行い、新
発想のもとにロータリーを活性化させることが重要であると説いています。そして今年度の第 2780 地区
の方針は以下の 6 項目です。 1.奉仕の実践 2.RI 戦略計画の推進 3.会員増強・会員維持 4.寄付
のお願い(R 財団・米山奨学会) 5.ロータリー賞へのチャレンジ 6.マイロータリーの登録率向上。我がク
ラブも会員同士インスピレーションを与え、与えられ互いに刺激し合いより良いアイデアのもと「インスピレ
ーションになろう」の精神でクラブに変化をもたらしましょう。

地区大会を終えてほっとしております。
前年度ですが、地区協議会は、ありがとうごいざました。夏休みには、インターアクト BQQ も藤
吉さんを始め、活躍してくれて楽しい有意義な時間をお世話になりました。
三宅さんには地区補助金委員長をやって頂いています。石田さんには青少年交換委員長
3 年目をやって頂いています。信頼できる方にお世話になっております。又、村松さん、大野さ
ん、岡本さん、矢部さん、山本さんにもお世話になっております。
国際協議会にサンディエゴへ行きました。ガバナーエレクトが集まり、研修をしました。女性
のガバナーは 2 割いました。日本は 1 名のみです。これからは、日本も女性ガバナーを増やし
たいと思っております。

クラブ協議会では、活発な意見も飛び交い、充実した時間を過ごせました。公式訪問終了後は、場所を変えて懇親会
を開きました。そこでも、脇ガバナーと楽しい時間を過す事ができました。
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本日合計

￥５８,0００

脇洋一郎ガバナー…本日の公式訪問宜しくお願いします。
岡野正道ガバナ―補佐…本日は宜しくお願いします。
山本（由）君、菊池君…脇ガバナー、岡野ガバナー補佐、ようこそ。
公式訪問宜しくお願い致します。
清水さん…脇ガバナー、岡野ガバナー補佐、ようこそ。皆様地区大
会お疲れ様でした。御協力に感謝。
福嶋君、山口君、湊屋君、臼井君、矢部（房）君、村松君、草柳君、
宝子山君、松井君、三宅君、石田君、藤吉君、山本（三）さん、服
部君、大野君、横瀬君、桐ケ谷君…脇洋一郎ガバナー、ようこそ逗
子へ。

担当：石田

累計

￥６４４,０0０

鈴木（安）君…脇ガバナー、岡野 AG ようこそ。
村田君…脇さん、長時間お疲れです。カナダでお世話にな
りました。ハンブルグお供します。
安藤君…脇ガバナー、Welcome to ZushiRC
矢部（光）君…脇洋一郎ガバナーをお迎えして。ご指導よ
ろしくお願いします。
匂坂君、森澤君、田耕さん、矢島君、岡本（一）君…脇ガ
バナーようこそ、本日は宜しくお願いします。

