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2012 年 8 月 9 日（木） 第２５４３回例会 天候：晴れ 司会：横山貢副幹事 No. 6
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＝本日の例会行事＝
◇歌唱「我等の生業」

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇委員会報告 前年度米山奨学

◇ガバナー補佐訪問 卓話：田中伸宜様（第 2780 地区ガバナー補佐）
◎ゲスト・ビジター紹介

田中伸宜様（第 2780 地区ガバナー補佐・綾瀬ＲＣ）、生
駒秀之様（ガバナー補佐事務・綾瀬ＲＣ）

Ｒ 俳 句 八( 月 九 日
)

あとかたの残らぬ生や蝉の殻

カーブする車輪の軋み月見草

夏の河水多くして草を薙ぐ

炎天を避けて小雀地を這へる

芝刈って夕風肌に優しかり

二曲がりして駅道や百日紅

七夕や願ひの糸の絡み合ふ

朝顔やピアスの男水を打つ

露草を描くに花びら絞りけり

平井しげる

石井 作

小澤 留峰

清水けん一

角田とし子

◎委員会報告
前年度米山奨学カウンセラー［加茂
会員］：
米山卒業生の劉艶明さんが７月い
っぱいで秋田の工場研修が終わり、
８月からは東京勤務になるとのこ
とで、ご報告します。先週、私と平
井さん・小澤さん・加藤さん・斉藤
さんで会食し、お土産ももらいまし
たので、お配りします。

左から和田会長、澤邑幹事、スマイル報告の稲毛会員

赤まんまむかし野山を駆けしこと

◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
地区大会提出書類等についての依頼
宿泊申込書・長寿会員・物故者、財団・米山寄付者一覧、
会長・幹事会及び家族登録についてのお願い 他
◇台北西北扶輪社より
2012 年度会員名簿
◇タウンニュース
◎例会変更
☆平塚南：８／１０休会
８／３１午後６時より新会員歓迎会（於：海彦）
◎会報 着
台北西北、綾瀬、寒川
◎暑中見舞い 着
田中伸宜ガバナー補佐より、全国ロータリー野球大会コミッ
ショナーより

８月９日に開催された俳句同好会句会に於ける作品のご紹介です

◎出席報告
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◎スマイル報告 稲毛 隆会員
田中伸宜様（ガバナー補佐・綾瀬ＲＣ） 本日は補佐訪問
に参りました。どうぞよろしくお願い致します。
生駒秀之様（ガバナー補佐事務・綾瀬ＲＣ） 本日、初め
て茅ヶ崎さんの例会に参りました。田中補佐の手伝いをし
ている生駒です。おまけみたいな者です。宜しくお願いし
ます。
和田幸男君 田中ガバナー補佐、生駒さんようこそ。今日
はよろしくお願い致します。
下里洋一君 田中ガバナー補佐ようこそ。暑い中、お疲れ
様です。23 日の公式訪問もよろしく。
伊藤留治君 ガバナー補佐・田中様、本日はお世話になり
ます。
田中賢三君 田中ガバナー補佐、お客様ようこそ。本日は
よろしくお願い致します。花火大会、大盛況でした。有難
うございました。
小林 亨君 お客様ようこそ！ガバナー補佐の田中さん、
いつもお世話になっております。
平井 茂君 ガバナー補佐の田中様、暑い中ご苦労様です。
池上 實君 田中ガバナー補佐、お暑い中、公式訪問前の
アッセンブリー、御苦労様です。
加茂正司君 ガバナー補佐の田中様、本日は宜しくお願い
します。
成田栄二君 田中ガバナー補佐、本日はご指導よろしくお
願い致します。
小澤耕一君 田中ガバナー補佐、生駒幹事、ようこそ。残
暑厳しき中、ご苦労さまです。ご指導宜しく。
大森久巳男君 綾瀬ＲＣ田中ガバナー補佐様、生駒様、よ
うこそいらっしゃいました。
斉藤信夫君 加茂さんをはじめ、先日はお世話に成りまし
た。ガバナー補佐、本日はよろしくお願い致します。
杉本行廣君 ガバナー補佐・田中さん、同幹事・生駒さん、
本日はお暑い中、お役目ご苦労様です。よしろくお願いし
ます。
山口利通君 綾瀬ＲＣの田中ガバナー補佐、生駒特別秘書、
本日はご苦労様です。
梅田弘人君 田中ガバナー補佐、本日はよろしくお願いし
ます。
稲毛 隆君 田中ガバナー補佐、生駒様、ようこそいらっ
しゃいました。よろしくお願いいたします。
［本日 18 件、30,000 円です］

卓話：田中伸宜様（綾瀬ＲＣ）
第 2780 地区ガバナー補佐
＝卓話者プロフィール＝
たなかのぶよし
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菅原ガバナーは地区運営方針として、以下のことを挙げ
られています。
1. ＲＩ会長テーマ及び強調事項の推進
2. クラブ研修リーダー及びクラブ研修委員会の充実
退会する会員がロータリーを理解しないままに退会して
いるという傾向があり、また、会員全員が変革しつつある
ロータリーを知ってゆくために勉強会を開催する必要があ
ります。そうした中で、クラブの中での研修リーダーの役
割も大切なものになってくるかと思います。
3. 会員増強・維持 会員を 2700 名の目標
５年先・10 年先を見据えた奉仕活動を実施し、クラブを
活性化するためには、この時代に会員の増強が難しいのは
重々承知していますが、何とか各クラブ５名ずつの増強を
お願いしたい、とも仰っています。
4. ロータリー財団、次年度（2013-2014 年度）夢計画の
為の推進
３年後に寄付した金額の 50％が地区での意義ある奉仕
活動に活用できることを認識して頂き、単に寄付するため
の財団ではなく、
“我々の財団”という認識を持って欲しい
と願っています。
5. ３年後の奉仕活動推進の為一人当たり 200＄以上の目
標
地区・クラブの奉仕活動を充実するため、また、将来的に
高校生の奨学金制度も考えているため、是非お願いします。
6. 米山奨学生 30 名確保の為一人当たり 2 万円以上の目標
本年度は日本全体で 100 名募集が減り、700 名となって
います。2780 地区では 27 名ということになりました。次
年度は 30 名を確保したい、ということであります。
7. 新世代の育成
ローターアクト・インターアクトの新クラブ設立
現在ローターアクト４クラブ、インターアクト 10 クラブ
が提唱されていますが、是非新しいクラブを設立してもら
いたいと話されています。
8. 第 2780 地区のネットワークとブランドの確立
9. 東日本大震災復興への支援
東日本大震災復興基金日本委員会への寄付が５月 10 日
までに 780 万ドルを超えました。271 件の応募があり、160
件のプロジェクトが承認されました。これからも忘れては
ならないことで、ともに頑張ろうとのことです。
10. 地区・クラブ役員が 18 ヶ月活動出来る環境づくりの
確立
年度としては 12 ヶ月ですが、その前の６ヶ月を勉強期間
に当てられるような環境があれば、もう少し勉強してから
出来るというお話です。
菅原ガバナーはこれまでにないざっくばらんなキャラク
ターで、
「とにかく楽しくなければ続かない。これまで退会
した人たちも本当の理由は言わないけれども、楽しくなか
ったんだよ」と仰っています。再来週、ガバナーが来られ
ましたら、是非温かくお迎え頂ければと思います。
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

