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2014 年 6 月 19 日（木） 第２６３０回例会 天候：晴れ 司会：古知屋光洋副幹事 No. 46
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＝本日の例会行事＝
◇歌唱 「それでこそロータリー」
◇会長挨拶

◇幹事報告

◇卓話 田中賢三君 「２０１５～１６年度ガバナーを拝受して ガバナーの役割」
◎ゲスト・ビジター

スマイル報告

森井信太様（藤沢南ＲＣ） 高田 修様（東京世田谷ＲＣ）

高田

◎幹事報告

◇台北西北ＲＣより

杉田祐一会員

治様（東京世田谷ＲＣ）

本年度、出口会長・横

山幹事、大変お疲れ様でした。次年度澤邑会長・古知屋

２０１４-１５年度主要理事の役割

幹事、宜しくお願い致します。又、シドニー国際大会で

分担リスト

は田中さん、成田さん、特に加藤さんには４日目の閉会

・ 会 長 ： 趙 茂 林 （ Oscar ） ・ 会 長 エ レ ク ト ： 陳 玉 河

式にご一緒していただきました。感謝です。

（Daniel） ・副会長：洪耀坤（Ken） ・幹事：廖鴻達

森井信太様（藤沢南ＲＣ）

（Zip） ・国際奉仕委員長：陳斌超（Butterfly） ・姉妹ク

り、南クラブにとって財産になりました。感謝申し上げ

ラブ班長：林啓時（Casey） ・副班長：江鵬飛（Lathe）

ます。
田中賢三君

蔡式邦（Peter）
◇茅ヶ崎中央ＲＣより

ポリオ撲滅のためのパキスタン

家庭健康教育プログラム調印式・シンポジウムの通知
・６/２６（木） １４：００～ ・茅ヶ
崎ラスカサロンＡ・Ｂ
◇ハイライトよねやま１７１
◎会報着 鎌倉中央

池上様、今年はお世話にな

世田谷の高田様、藤沢南の森井様、ようこ

そいらっしゃいました。本日、私の卓話です。後ほどよ
ろしくお願いします。
出口敬純君＆横山貢君

藤沢南ＲＣの森井様、世田谷Ｒ

Ｃの高田様ようこそいらっしゃいました。田中さん卓話
楽しみにしています。

◇タウンニュース

平井

茂君

池上さん、昨日の俳句会では思いがけない

おもてなしを受け、恐縮しております。頂いた写真は娘
のところに送ります。
伊藤留治君

田中賢三さん、スピーチ期待してます。

池上

ビジターの森井様、高田様ようこそ。森井

實君

様は二度目の会長年度もあと２回の例会で完了ですネ。
ご苦労様でした。貴クラブが与えて下さった私へのチャ
ンス、いろいろ勉強が出来、楽しかったです。
加藤

寛君

高田さん、シドニーでは大変お世話になり

ました。おかげさまで良い旅でした。田中ガバナー年度、
皆様頑張りましょう！
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大森久巳男君

藤沢南ＲＣの森井様、東京世田谷ＲＣの高

田様ようこそいらっしゃいました。田中様卓話楽しみで
す。宜しくお願い致します。
澤邑重夫君

高田さん、森井さんようこそ。田中さん、卓

話よろしくお願いいたします。
杉本行廣君

世田谷ＲＣの高田様いらっしゃい。ご同業の

森井君ようこそ。お互い天候に気遣う今日此頃ですね。
成田栄二君

田中ガバナーノミニー、卓話楽しみです。シ

ドニー土産を女性会員だけに買ってきました。
水嶋

聡君

森井様、高田様いらっしゃいませ。皆様に幸

有れ！
和田幸男君

田中ガバナーノミニー、卓話お疲れ様です。

茅ヶ崎市観光協会会長就任おめでとうございます。東京世
田谷ＲＣの高田さん、藤沢南ＲＣの森井さんようこそ。
下里洋一君

次々年度ガバナー田中さん、がんばって下さ

い。
半田朋子君

皆さんこんにちは。ゲストの皆さん、よくい

らっしゃいました。田中さん卓話楽しみにしております。
吉田恵子君

森井様、高田様ようこそ。田中さん卓話楽し

みにしております。
西山国男君

森井様、高田様いらっしゃいませ。田中さん

卓話宜しくお願い致します。
小林

亨君

お客様ようこそ。高田さんお久しぶりです。

あと２回です、会長！本日少し早めに失礼します。
小澤耕一君

お客様ようこそ！暑さの中、ご苦労様です。

加瀬義明君

森井さん、高田さんようこそ。

大木

今日は途中で中座させて頂きます。申し訳ご

暁君

ざいません。
山口利通君

田中さん、卓話大いに期待しておりますが、

余り無理せず。
杉田祐一君

森井様、高田様ようこそいらっしゃいまし

た。田中さん、卓話楽しみにしております
［本日 25 件、38,000 円です］

修正出席率
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卓話「２０１５～１６年度ガバナーを拝受して」
田中賢三ガバナーノミニー
先日、時の記念日に際して読売新聞の社説に出ていた小津
安二郎の作った言葉です。『鯛夢出鳴門円也』。これは漢字で
読むと「鯛の夢、鳴門を出でてまどかなり」となります。こ
れを英語で読むと“Time is not money”なんです。時の記念
日というのは７世紀、天智天皇の頃、初めて時の鐘を打った
というのが新暦の６月 10 日だろうということです。
（写真参照）
これを歓光協会としては放ってはおけないだろうというこ
とで、取り上げてみました。茅ヶ崎商工会議所の会頭を退い
て名誉会頭になると、観光協会の会長を引き受けるのが暗黙
の了解となっていまして、現在ハワイのホノルルと姉妹都市
提携を結ぶための事務局担当を仰せつかっています。会議所
からは山口会頭が音頭を取って、秋口にツアーを出すとのこ
とです。
さて、ロータリーの話をさせてもらいます。2015～2016 年
度のガバナーを務めることとなり、その役割というのは「ク
ラブ・地区・財団・米山・ＲＩ全ての活性化を推進すること」
であると考えています。まず、クラブにお願いしているのは
地区大会のことであります。成田さんに幹事役をお願いし、
和田さんをはじめとして副幹事をお願いする予定の人達とご
相談させてもらいながら、話を進めているところです。
今日はご認識を頂くために名前を列記してまいりました。
大会委員長を山口さんにお願いし、実務は加藤実行委員長に
お願いしています。また、４つの部門に分けて、正副の委員
長にお願いをしています。
地区大会は 2015 年 10 月 24 日（土）
と 25 日（日）に行われます。24 日はいわゆる会長・幹事会
で大磯プリンスホテルで行う予定です。25 日は本会議ならび
に大懇親会が行われますが、４つの部門に分けて進めている
ところです。
第１部門というのは主に登録・受付・案内・宿泊・来賓の
接待といった「おもてなし」に当たります。正副の委員長は
岩澤さん・河本さんにお願いしています。第２部門は主に会
場設営をお願いするもので、四種委員会や式典・記念講演・
地区指導者育成セミナー・新世代交流会、映像やパワーポイ
ントなどの準備はどうするのか、ということです。出口さん・
加瀬さんにお願いしています。第３部門は土曜日の歓迎晩餐
会、日曜日の大懇親会（今のところ市立体育館でやる予定で
す）
、友愛コーナー、アトラクションといったあたりを担って
もらうことになります。古知屋さん・故長谷やしさんにお願
いしています。第４部門は総務・会計・渉外・記念事業・表
彰・広報・記録などに当たります。和田さん・澤邑さん・杉
田さんにお願いしています。
お名前を挙げさせてもらった部門長さんにはそれぞれの仕
事をよく理解されて、さらに会員の皆様にお手伝い頂ければ
なぁと願っています。外部組織としては湘南クラブの脇さん
のところの大成企画にお願いしています。
地区組織についても成田幹事にお世話になりますが、副幹
事に和田さん・出口さん・澤邑さん・古知屋さん・横山貢さ
ん・河本さん・岩澤さん・大箭さん・加藤さんをお願いし、
理事会も通して頂きました。あとは第４グループの中で成田
さんにお声掛けをお願いしているところです。今後お願いす
ることは、各グループのガバナー補佐、委員会の委員長・副
委員長・委員ですが、こちらはうちのクラブからはなるべく
出ないようにして頂こうと思っています。

