RI 2780 地区

茅ヶ崎ロータリークラブ週報

1960 年 8 月 10日創立

２０１３～２０１４年度

第 54 代会長 出口敬純
第 54 代幹事 横山 貢
〔事務局〕 〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町 13-29 茅ヶ崎商工会議所 3 階
メール：c3rc@io.ocn.ne.jp

TEL：0467-83-6060

FAX：0467-83-9915

〔例会場〕〒253-0073 茅ヶ崎市中島 1341 コルティーレ茅ヶ崎

TEL : 0467-87-0002

2014 年 3 月 13 日（木） 第２６１８回例会 天候：雨 司会：古知屋光洋副幹事 No. 34
＊＊＊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＝
◇歌唱

「我等の生業」 「覇気あれ我がクラブ」

◇会長挨拶

◇米山奨学金の授与と奨学生挨拶
◇幹事報告

◇卓話 「ガバナー輩出クラブの活動について」星野朱妃子様（地区副幹事・ふじさわ湘南ＲＣ）
◎ゲスト・ビジター紹介
星野朱妃子様（ゲストスピーカー･地区副幹事･ふじさ
わ湘南ＲＣ）ヴー・ホアン・ミン君（米山奨学生）
◎幹事報告
◇国際ロータリーより
＊ 『ロータリーリーダー』２０１４年３月号
＊ロータリーの戦略計画に関するアンケート調査について
◇ガバナー事務所より
＊青少年交換委員会/オリエンテーション開催の件 ・４/５
（土） １４：００～１６：００ ・相澤ビル６階 会議室
◇茅ヶ崎中央ＲＣより 創立３０周年記念式典列席への礼状
◇鎌倉大船ＲＣより

創立５０周年記念 祈願法要と式典

の案内 ・４/２６（土） １０：００～ ・成福寺
◇ハイライトよねやま １６８
◇特定非営利活動法人ＡＭＤＡより ＡＭＤＡ-ＭＩＮＤＳ会
員募集 入会キャンペーン実施の通知
◇さぽせんニューズレター ２０１４年冬号
◎例会変更

☆平塚南
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４/１１（金） ⇒ ４/１２（土） ポリオ撲滅キャ

ンペーン

４/１８（金） 休会

◎会報 着 寒川
◎委員会報告

澤邑会長エレクト：

例会後に次年度理事打合せ

3 月 13 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 大箭剛久会員
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スマイル報告 杉田祐一会員
星野朱妃子様（ふじさわ湘南ＲＣ） 今日は卓話で来させて戴き
ました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
出口敬純君＆横山貢君 ふじさわ湘南ＲＣ星野朱妃子様、卓話よ
ろしくお願いします。ミン君ようこそ！最後になりますが、勉強
ガンバッテ下さい。
杉本行廣君 我が家の家系で初の医系に進む孫を得ました。地方
の国立医科に志望者殺到の中、群馬大学合格、しかも県からの奨
学金付きです。万歳！
田中賢三君 ミン君御卒業おめでとうございます。これからもよ
ろしく。星野さん、地区大会、来年もお手伝いの程お願いします。
澤邑さん、昨日は会長エレクト研修セミナーPETS（President
Elect Training Seminar）参加お疲れ様でした。次年度に向けて
よろしくお願いします。
加瀬義明君 3/25（火）より、事務所を藤沢に移して事業を行う
ことになりました。引き続き宜しくお願い致します。
伊藤留治君 星野様ようこそ。スピーチ楽しみです！
吉田恵子君 先週土曜日、吹雪の青森県弘前にて津軽三味線 300
人の大合奏を聞いてまいりました。感動でした。
山口利通君 星野さん、本日はご苦労様です。また、過日は県優
良産業人表彰おめでとうございます。
和田幸男君 ゲストスピーカーの星野さん、よろしくお願い致し
ます。
水嶋 聡君 星野様いらっしゃいませ。皆様に幸有れ。
池上 實君 ふじさわ湘南の星野様ようこそ。卓話楽しみにして
います。
斉藤信夫君 星野さん、卓話ありがとうございます。
澤邑重夫君 ミン君ようこそ！星野さんようこそ。本日は卓話よ
ろしくお願い致します。田中さん、昨日はペッツにてご助言を頂
きましてありがとうございます。大変助かりました。
小澤耕一君 星野さん、お久し振りです。卓話、楽しみです。
大森久巳男君 ふじさわ湘南ＲＣ、地区副幹事、ゲストスピーカ
ー星野朱妃子様ようこそいらっしゃいました。卓話、楽しみです。
ヴー・ホアン・ミン君、ようこそ！
西山国男君 星野さん、ようこそいらっしゃいませ。卓話、宜し
くお願いします。
加藤 寛君 ヴー・ホアン・ミン君、米山卒業おめでとう。星野
さん、ようこそ。
下里洋一君 ゲストスピーカーの星野さんようこそ。米山奨学生
のヴー・ホアン・ミン君、ようこそ。元気でいて下さいね。
小林 亨君 お客様ようこそ！特にミン君、ありがとう！これか
らもよろしく！
平井 茂君 星野様、雨の中ご苦労様です。奨学生のミン君、い
らっしゃいませ。
大木 暁君 星野様の卓話、楽しみにしております。
岩澤あゆみ君 ヴー・ホアン・ミン君、これからもこの１年の経
験と出会いを大切に頑張って下さいね。今日はお菓子パーティで
す。かわいいスイーツにスマイル！
椋梨晴喜君 気ぜわしい毎日を送っております。今日もよろしく
お願いいたします。
半田朋子君 星野様、ミン君、よくいらっしゃいました。ミン君
はこれで卒業ですね。これからもがんばって下さい。
中山富貴子君 ゲストスピーカー星野様、ヴー・ホアン・ミン君、
ようこそおこし下さいました。ミン君ご卒業おめでとうございま
す。とてもハードな三寒四温ですね。皆様ご自愛下さい。
杉田祐一君 星野様ようこそいらっしゃいました。卓話楽しみに
しております。ヴー・ホアン・ミンさん、毎回素敵なスピーチに
感心しておりました。今後のご活躍を祈念しています。
［本日 27 件、36,000 円です］
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卓話「ガバナー輩出クラブの活動について」
星野朱妃子様（地区副幹事・ふじさわ湘南ＲＣ）
私達ふじさわ湘南 RC は 10 月 26～27 日、前日の嵐で大変な天
候でしたが相澤ガバナーの決断で、幸いにして当日はお天気とな
り無事に地区大会を開催することができました。地区大会は会員
が参加しやすい場所、一同が会せる会場

そして周到な準備とプ

ログラム。当日の無駄の少ない運営が重要です。
地区大会山本泰弘委員長・増田隆之副委員長・高木浩一幹事の
もと企画運営委員会のメンバー19 名でスタートしました。30 名の
クラブですが実際に動くことのできる人数は 26 名、ここから企画
力・リーダーシップ・予算管理能力・危機管理能力・交渉能力な
ど適材な人を選び、
「いつまでに何をしなければならない」に始ま
り、与えられた役割をミッションにする。部門別会議を経て運営
委員会で確認していきました。また、当日はいくつも役を重ねて
いるので、建築関係者の工程表を使った管理スケジュールは一目
で自分や他の部門の動きが時系列でわかり便利でした。伝統ある
こと、踏襲すること、形式的なセレモニーのしつらいなど、餅屋
は餅屋イベント業者の方にお願いしましたが、前年度ホストの鎌
倉ロータリークラブ様の実行委員会に出席させて戴いた事が大変
良かったことです。私たちの実行委員会にも、会員女性のイベン
ト関係の方に毎回出て頂いてアドバイスを頂きながら 1 年間進め
てきました。鎌倉地区大会の看板など残して頂き、商店会関係の
倉庫で 1 年間保管し使わせて項き、当日のプログラムには１枠 1
万円で会員の広告を出し予算の経済的節約もしました。
地区副幹事の任務も兼ねている上での私の担当した責任部門
は、新世代交流会と登録・受付部門、米山学友及び友愛コーナー
でのお茶のサービス、ゲスト・ご来賓のご接待でした。登録・受
付では、私たちグループ全体がガバナーと心を一つにし、安全・
安心に皆様をお迎えすること、お互いが「和」の心を以って心を
通わせ合い、話し合い、触れ合うことを願いました。
「おもてなし
のこころ」を具体的に、会長幹事会でお願いし、受付テントの前
に 8 クラブの会長＋幹事とクラブの奥様方、お嬢様にお迎え、来
賓のご案内そして、お帰りのお見送りをしていただきました。
想定外のことも起こります。実は当日に予定の担当が出られず
急遽、来賓接待の合間に初めてのソングリーダーをしました。業
者が何回もテストをしたにも関わらず、歌いだし直後、音楽がス
トップしてしまいました。そのまま、声でリードし、想定外の難
局を乗り越えましたが、電気系統はそういうことがあるので要注
意です。また、新世代を舞台に上げる待ち時間、表彰担当が真っ
青な顔してご長寿対象者を探し回っていました。複雑な市民会館、
何人かトイレに行って迷子になってしまったようでした。そうし
た場合に備える意味でも、司令官とつないだインカムはあったほ
うが良いですね。

