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2011 年 8 月 4 日（木） 第２４９６回例会 天候：晴れ No. 5 ガバナー公式訪問・創立記念例会
＊＊＊茅ヶ崎ＲＣ会報は当クラブホームページ［http://www.chigasaki-rc.com］からもご覧頂けます

＝本日の例会行事＝
ガバナー・ガバナー補佐 入場 「ガバナー歓迎の歌」（雪山賛歌のメロディーにのせて）ﾋﾟｱﾉ演奏：斉藤万里子様
◇歌唱「奉仕の理想」「覇気あれ我クラブ」

◇交換留学生お別れの挨拶 ◇会長挨拶 ◇幹事報告

◇卓話：
「ガバナー公式訪問」ＲＩ２７８０地区ガバナー・森 洋様
◎ゲスト・ビジター
国際ロータリー第２７８０地区ガバナー 森 洋 様（横須賀
北ＲＣ） 成田栄二君（ガバナー補佐） サマンサ・キャッ
ツァリーさん（青少年交換学生）
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊再：規定審議会立法案提出の依頼
・書簡－クラブからガバナー宛 ・２０１３年規定審議会
立法案提出の提出方法とその流れ
・２０１３年規定審議会立法案の提出方法（ＲＩの文書）
＊再通知・：「Ｒ.Ｉ.第２７８０地区 広報賞」について
＊麻薬撲滅キャンペーン啓発資材手配について
＊職業奉仕活動実践の為の職業奉仕活動参考資料（第
２７８０地区 ２０１０‐１１年度 職業奉仕委員会）
◇米山記念奨学会より 理事会緊急決議についての連絡
◇川上音二郎・川上貞奴を顕彰する会より 第４回会議の
開催通知 ・８/２２(月) １８：３０～ ・分庁舎６階 ◇ロータ
リーの友 ８月号 ◇ガバナー月信 №２ ◇タウンニュース
◎例会変更
☆平塚西
８／１７(水) 休会（クラブ定款による）
８／３１(水) 休会（家族親睦会に振替の為）
☆綾 瀬
８／１６(火) 休会（クラブ定款による）

サマンサお別れの挨拶

最初日本に来た時、日本語が全くわか
らなかったけど、一生懸命勉強して、
ホストファミリーもたくさん教えてく
れて、わかるようになってきました。
ロータリーの皆さんはとても親切で優
しくしてくれました。将来、日本の会
社で働きたいので、カナダに帰っても
日本語の勉強を続けます。本当にあり
がとうございました。

左）ガバナー歓迎の歌を指揮する池上会員
話と乾杯の発声は伊藤会員

右）創立記念の思い出

理事会議事録
①10-11 年度決算報告について
②ＲＩ規定審議立法案について
成田会員より提案あり、次回例会でクラブ会員に提出し採
択するか決める。
③台北姉妹クラブ訪問について
参加者 加藤（寛）・小林・加茂・成田・出口の 5 名。姉
妹クラブへ祝い金として 10 万円を奉仕プロジェクトより
持参する。
④東日本復興基金日本委員会の依頼について
1 人 100 ドルの依頼であるが、自由意思で寄付額を決める
ことで承認。
⑤浜降祭後海岸清掃会計報告について
⑥50 周年韓国旅行予算について
⑦山口利通会員より出席免除の依頼について
①⑤⑥⑦はそれぞれ別紙の通り承認。⑥は移動例会を承認
⑧その他
・会員増強より全員委員会の実施を承認。
・クラブ広報より地区広報賞に 50 周年記念 DVD を添え
て提出することを承認。

◎出席報告
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◎スマイル報告 山口利通会員
森 洋様（ガバナー・横須賀北ＲＣ） 公式訪問に伺い
ました。本年、成田ガバナー補佐に大変お世話になって
おります。本日はよろしくお願い致します。
成田栄二君（ガバナー補佐） ガバナー公式訪問です。
よろしくお願いします。
小林亨君＆出口敬純君 森ガバナーようこそおいで下
さいました。卓話・クラブ協議会よろしくお願いします。
田中賢三君 森ガバナー、本日たいへんお世話になりま
す。よろしくよろしくお願い致します。サマンサこんに
ちは。加茂さん、加藤さん、先日は劉さんを囲んでイギ
リス送別の良い機会となりました。有難うございます。
下里洋一君 森ガバナーようこそ。今日はよろしく。成
田補佐、お疲れ様です。斉藤マリコさん、いつもありが
とうございます。
大森久巳男君 第２７８０地区ガバナー・森洋様、第２
７８０地区第４グループガバナー補佐・成田栄二様、よ
うこそいらっしゃいました。御指導、宜しくお願い致し
ます。
熊澤圓造君 森洋ガバナー本日はご指導よろしくお願
いします。
和田幸男君 森ガバナー、今日はよろしくお願いしま
す。斉藤万里子様、ピアノ演奏ありがとうございます。
山本幸一君 森ガバナーようこそ。卓話楽しみです。斉
藤万里子さん、毎年のことながらピアノ演奏ありがとう
ございました。
池上 實君 森ガバナー、お暑い中、公式訪問お世話様
です。
加茂正司君 森ガバナーようこそいらっしゃいました。
本日は宜しくお願い致します。サマンサさん、いよいよ
帰国ですね。寂しいです。
岡本辰男君 ようこそ、森ガバナー。卓話楽しみにして
おります。
岩澤 正君 森ガバナーようこそ御来訪下さいました。
平井 茂君 森ガバナーようこそ。種々ご指導願いま
す。
加藤 寛君 森ガバナー、宜しく御指導の程お願いしま
す。
古性武志君 森ガバナーようこそ。本日はよろしくお願
い致します。
粂 仁夫君 ガバナー・森洋様、ようこそ。ガバナー補
佐・成田栄二様、ようこそ。サマンサ・キャッツァリー
さん、ようこそ。
杉本行廣君 森ガバナー、お役目ご苦労様です。ロータ
リーの新しい潮流のご解説をよろしくお願いします。
伊藤留治君 森ガバナー、本日はよろしくお願い致しま
す。
程島利通君 第２７８０地区ガバナー・森洋様、本日は
よろしくお願い申し上げます。
小澤耕一君 森ガバナー、暑さの中、ご苦労様です。宜
しくお願い致します。

山 口 利 通 君 森 ガ バ ナ ーよ う こ
そ。この１年、お体に気をつけて、
思い出あるロータリー年度にして
下さい。
［本日、22 件 50,000 円です］

卓話「ガバナー公式訪問」
２７８０地区ガバナー
森 洋 様（横須賀北ＲＣ）
ＣＬＰ・ＤＬＰ・未来の夢計画など、ＲＩから下りて
くるものは年々大きくなっていますが、会員数は減少の
一途をたどっておりまして、なかなかついてゆけないと
いうのが現状ではないかと思っております。このような
環境の中で、私はあくまでクラブが主体であり、クラブ
があってこその地区・ＲＩだと考えております。この原
則を重んじつつ、昨年の後藤年度から今年、さらに菅原
年度へと、従来の単年度制から連続性のある運営へと変
えてゆかねばならないと考え、実行してゆく１年となり
ます。
クラブはＲＩの構成メンバーであり、ガバナーはＲＩ
の役員であります。したがいまして、まず私がＲＩ会長
のテーマや強調事項を推進するのは当たり前です。次に、
ＲＩの長期計画を推進することが任務だと考えておりま
す。英語で言うと“Strategic Plan”となっておりますの
で、
「戦略計画」と言った方がわかりやすいかもしれませ
ん。最初に出来た長期計画は７つの事項から成り立って
いました。2007 年度から 2009 年度に掛けて 14,000 人の
ロータリアンから話を聞き、2010 年度から 2012 年度の
３年間で行うこととして３つの重点項目に絞られまし
た。
１つは「クラブのサポートと強化」です。ここでもＲ
Ｉはクラブが大事であると言っています。クラブは刷新
性や柔軟性を持たねばならない、また、クラブも会員も
多様性を持たねばならないと言っています。昨年度から
新世代奉仕を５つめの奉仕として、バランスのよい奉仕
を実践するよう推進しております。
２つめは「人道的奉仕の重点化と増加」であります。
ポリオ撲滅は勿論、識字率の問題など６つの重点区域が
あります。
そして３つめが「公共イメージと認知度の向上」であ
ります。ロータリーとは何をする団体なのかよくわから
ない、という言葉はよく耳にします。ＲＩは昨年度、２
００万ドルの予算を使い、世界各地の有名な建造物に
“End Polio Now”（今、ポリオ撲滅の時）という形でラ
イトアップしました。ロータリー誕生の２月２３日前後
の１週間で世界各地でライトアップされたわけです。今
年度は４００万ドルの予算をつけて、認知度の向上に努
めるとのことであります。
卓話は当クラブホームページからお聴きになることが可能です

