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2014 年 8 月 21 日（木） 第２６３８回例会 天候：晴れ 司会：梅田弘人副幹事 No. 7
＊＊＊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」

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇委員会報告 姉妹クラブ委員会

◇卓話 「今年度の研修委員会の活動計画について」 成田栄二君
◎幹事報告
◇国際ロータリーより
「OFFICIAL DIRECTORY 2014-2015」DVD 着
◇ガバナー事務所より

ガバナー月信 No.2

◇ロータリー文庫より

資料目録一総括ダイジェスト

版 1998～2013

2013 年度版

◇米山梅吉記念館より

・館報 2014 秋 Vol. 24

・賛

助会入会の依頼 ・秋季例祭について ・9/13(土)14:00
～

・米山梅吉記念館ホール

◇ロータリー米山記念奨学会より

ハイライトよねや

ま 173
◇ボーイスカウト日本連盟より

青少年育成のための

ボーイスカウト運動へ支援依頼
◇ＡＭＤＡ社会開発機構より

・年次報告書 2013

・

AMDA MINDS Newsletter July 2014
◇NPO サポートちがさきより

第 6 回よるカフェ「フ

ェアトレード」しあわせつづく、支援のかたち
・8/22(金)18:30～20:30 ・ちがさき市民活動サポート
センター
◎会報 着

台北西北・寒川・綾瀬

◎委員会報告
加藤会員［姉妹クラブ］
：９月訪台日程
の確認、前夜祭で着るゆかた採寸の件
８月度定例理事会議事録
１．９/１１（木） 茅ヶ崎３ＲＣ合同ガバナー訪問について
本年度は茅ヶ崎 RC が幹事クラブとして次第を検討中も基本
的には昨年と同様の流れとなる。詳細は次回会長幹事会で 3

クラブと協議し決定次第会員に周知する。
田中ガバナーエレクトより
ガバナー公式訪問の合同例会については地区内で異論もあり今
後の検討課題となる旨の発言がありました。
２．８/９（土） 第９回ちがさき宇宙記念日協賛について
昨年同様 30,000 円の協賛を行なう事とする。
神奈川新聞に掲載、
茅ヶ崎 RC と茅ヶ崎中央 RC が協賛。
３．入会金について
昨年の定款細則の変更により入会金の金額については毎年理事
会で決めることなり、本年は澤邑会長より入会金 0 円にしたい
旨の提案があり理事会了承となる。尚富田新会員の入会金につ
いては事前に持ち回り理事会で 0 円とする事とした旨報告あり。
４．職業分類の追加について
富田会員入会により現在の職業分類の建設業に石材工業を追加
したい旨澤邑会長より提案があり理事会了承。
５．
『ロータリー入門書』購入について
澤村会長より上記入門書を希望者に自費で購入してもらいたい
旨提案があり理事会了承。
その他
◇高校生奨学金について
澤邑会長より別紙の通り地区より 3 年間の時限で実施したい旨
の案内があり当クラブとしても協力する事を理事会了承。尚当
クラブは県立茅ヶ崎高校担当であるため会長幹事で高校を訪問
し依頼することとする。
◇青少年交換留学生のクラブ負担金について
澤邑会長より制度の説明があり毎年留学生受入れクラブに（本
年度は茅ヶ崎中央 RC）会員 1 名 2,000 円の負担依頼があり理事
会了承。尚年会費とは別に各会員より徴収する事とする。
◇加藤理事より
次年度の地区大会準備委員会の進捗状況の報告あり
9 月の台湾訪問の報告あり
◇澤邑会長より
9 月 18 日例会はコルティーレの都合により茅ヶ崎ラスカに例会
場が変更になる旨報告あり

◎出席報告 中島哲男会員
日時

回

現会員

計算会員

出席

ＭＵ済

欠席

暫定出席率

８／２１

２６３８

３８

３６

３０

２

６

８３．３３％

７／３１

２６３６

３７

３１＋４

３０

２＋０

３

９１．４３％

スマイル報告

大木

澤邑重夫君

暁会員

お客さまようこそ！クラブ研修委員長成田さ

修正出席率

９１．４３％

卓話「今年度の研修委員会の活動計画について」
成田栄二君

ん、卓話よろしくお願いいたします。
古知屋光洋君

毎日暑い日が続きますね。健康が一番で

す！みなさんご自愛下さい。
平井

茂君

夏休みでロンドンに行って来ました。ロンド

ンは緯度で云うとサハリン中部と同じくらいで、夏の気温
も 25℃位で全く汗をかきません。カイテキでした。
田中賢三君

銀座ＲＣ薗信雄さんこんにちは。ごゆっくり

されて下さい。成田研修委員長、本日の卓話よろしくお願
いします。広島の豪雨災害たいへんお気の毒です。
富田桂司君

皆様お暑い中、御苦労様でございます。御自

愛下さいませ。
成田栄二君

久しぶりの卓話です。よろしくお願いします。

斉藤信夫君

成田さん、卓話たのしみです。

加藤

寛君

まだまだ暑い。皆様、水分補給を充分に。

下里洋一君

暑い暑い毎日、むりをせずがんばります。

水嶋

毎日暑い日がつづきます。お体に気を付けて

聡君

早目早目の水分補給を！皆様に幸有れ！
和田幸男君

成田研修委員長、楽しい卓話をお願いします。

出口敬純君

成田さん、卓話よろしくお願いします。

小林

久しぶりの出席です。でも．．．来週と再来週

亨君

はインドネシアでまたお休みいたします。生きて帰ってき
ます。
吉田恵子君

暑いです。ただ暑いです。明日より長野にま

いります。山々をながめて遊んで来ます。
加瀬義明君

残暑お見舞い申し上げます。皆様、夏バテ・

冷房病にお気をつけ下さい。成田さん、卓話よろしくお願
いします。
中山富貴子君

大雨の中、京都五山送り火をおまいりして

まいりました。立秋を過ぎてもお暑い毎日です。皆様、ご
自愛下さい。
西山国男君

ビジターの方ようこそいらっしゃいませ。成

田さん、卓話よろしくお願いします。
大木

暁君

初めてのスマイル報告、緊張しました。

［本日 18 件、24,000 円です］

まず第一に Vision を示し、次に的確な Mission を与
え、熱い Passion をもって、自ら Action する。上記は
ロータリアンの心得と言えるものです。
クラブ研修委員会については、手続き要覧などを見て
も出てきませんが、地区研修委員会が実施していること
を考えると、「クラブ内の全ての研修に責任を持つ」と
いうことに尽きるでしょう。実際には、①地区セミナー
へ出席要請者に出てもらい、その内容を例会で話しても
らう。②会長の責務・会長のやりたいことを実現するた
めにアドバイスする。③新会員はもちろん、既存会員に
もオリエンテーションを行い、ロータリーが今後どう進
んでゆくかを話す。また、情報委員会が様々な変更点を
会員に伝達する、という所に留まるのに対して、研修委
員会はその変更をクラブ細則等に活かすためにはどう
するのかを考える、ということにあるかと思います。
［講評］田中賢三ガバナーエレクト
2005 年がロータリー誕生百年に当たりましたので、そ
こへ向けての改革が 2000 年頃より始まり、DLP・CLP、
ＲＩによる戦略計画、財団による夢計画等が次々と打ち
出され、複雑化しています。経験の長いロータリアンに
こそ、ロータリーの変革を理解してもらう必要がありそ
うです。

