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2015 年 3 月 12 日（木） 第２６６５回例会 天候：晴れ 司会：梅田弘人副幹事 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」 「花」

◇３分間スピーチ 大木 暁君

◇会長挨拶
◇卓話 会長エレクト 大森久巳男君

◇幹事報告
「ＰＥＴＳ報告」

◇退会式 梅田弘人君

◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊２０１５年地区研修協議会開催の案内
・４/１９(日) １２：３０点鐘 ・神奈川県立保健福祉大学 ・
登録締切：３/２６（木）
《出席義務者》 次年度クラブ会長・次年度クラブ幹事・
次年度クラブ奉仕担当者 及び次年度会長エレクト・次年
度広報雑誌担当者・会員増強各担当者・次年度職業奉仕
担当者・次年度社会・国際奉仕担当者・次年度青少年奉
仕/青少年交換担当者・次年度ロータリー財団担当者・次
年度米山奨学担当者・次年度クラブ研修リーダー（Ｒ情報
委員長）・新会員
・添付書類：２０１５年地区研修協議会 プログラム・クラブ
登録用紙 ・ ２０１５年リーダー・サブリーダー ２０１５～１６
年度地区役員・委員表 ・ 交通アクセス ・ 来場のバス利
用について ・会場内床養生に関する注意（特に女性会員
はハイヒール不可について協力依頼）
＊タウンニュース
◎会報 着
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鎌倉中央・綾瀬

◎委員会報告
地区幹事［成田会員］
：ＰＥＴＳの報告
地区財団［加藤会員］
：ロータリーカー
ドの所持確認
親睦［岩澤会員］
：梅田会員の送別会・
品田会員の歓迎会を 3/26 になんどき牧
場にて 18:30 より開催

3 月 5 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 梅田弘人会員
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スマイル報告 大木 暁会員
薗 信雄様（東京銀座ＲＣ） 東京銀座ＲＣの薗です。年が明け
てから真面目に東京のホームクラブに出席していて、今年２度目
のメークアップです。ここのところ、ボケが進行し、ホームクラ
ブの日程を間違え、２度程欠席してしまいました。一昨日、藤沢
南クラブにメークアップをしに参りましたら、貴クラブの美人お
二人とお会いし、本日はこちらに参りました。遅くなりましたが、
本年も宜しくお願い申し上げます。
澤邑重夫君 昨日はＰＥＴＳおつかれさまでした。女性会員のみ
なさん、秋田の名産品はお気に召して頂けましたでしょうか。
古知屋光洋君 大森エレクト、ペッツごくろうさまでした。卓話
楽しみにしています。
田中賢三君 東京銀座ＲＣ薗さん、ようこそいらっしゃいました。
昨日はＰＥＴＳ、大森会長エレクト、たいへん御苦労様でした。
成田地区幹事、和田副幹事、澤邑副幹事他、副幹事の皆様にたい
へんお世話になりました。
梅田弘人君 とうとう最後の例会になりました。３年間、本当に
お世話になり、ありがとうございました。また茅ヶ崎に戻って来
た際は、よろしくお願い致します。その時まで、ちょっと行って
きます。
成田栄二君 大森会長エレクトはじめ、昨日のＰＥＴＳに参加の
方々、大変お疲れ様でした。お陰様で何とか乗り切ることが出来
ました。薗さん、ようこそ！
伊藤留治君 梅田さん、お世話になりました。サヨウナラ。
大森久巳男君 東京銀座ＲＣ薗さん、ようこそ。大木さん、３分
間スピーチ楽しみです。梅田様、残念至極です。ロータリーはお
別れですが、ゴルフは続けましょう。
下里洋一君 ペッツ報告、大森エレクトがんばりましょう。
加藤 寛君 大森さん、新年度が近づいてますね。頑張って下さ
い。
出口敬純君 大森さん「ＰＥＴＳ」報告。早いものですね。梅田
さん、最後の例会ですね。さよならロータリアン、一生懸命歌い
ます。
和田幸男君 大森会長エレクト、ＰＥＴＳ報告よろしくお願いし
ます。東京銀座ＲＣの薗さん、ようこそ。
木村信一君 梅田さん、どうもありがとうございました。新天地
でもガンバッテ下さい。
水嶋 聡君 皆様ら幸有れ！
池上 實君 梅田弘人会員、色々とお世話になりました。もっと
長くクラブで御活躍頂きたかったのに、残念。なごり惜しいです。
平井 茂君 梅田さん、お世話になりました。新任地でも御活躍
ください。大森次年度会長、ＰＥＴＳ報告ご苦労様です。
品田和也君 梅田様、出張がんばって下さい。
富田桂司君 昨日はＰＥＴＳおつかれ様でした。初めての経験で
したが、大変勉強になりました。花粉症にて、つらい季節ですが、
例会場までのウォーキング再開しました。現在、体重のリバウン
ド 5kg となりました。くやしいです！
吉田恵子君 桜の開花がボチボチ聞こえてくるようになりまし
た。薗さん、いらっしゃいませ。
河本啓伸君 春は別れの季節です。梅田さん、また会いましょう。
4/25（土）のライブチケットは絶賛在庫中。買うなら今！お釣り
も完備しています。薗さん、ようこそ。
西山国男君 薗さん、いらっしゃいませ。大森エレクト、ＰＥＴ
Ｓ報告宜しくお願いします。
小林 亨君 お客様ようこそ！梅田さん、これからもよろしくお
願いします。
北村公子君 薗様ようこそ。ごゆっくりお過ごし下さいませ。日
ざしが春めいて花粉とのたたかいです。つらいですね。

修正出席率
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岩澤あゆみ君 ホワイトデーのプレゼント、ありがとうござい
ます。贈り物って、その気持ちの交わし合いがまたすてきな事
だなと思います。きりたんぽは、親睦委員会で水嶋宅でなべパ
ーティをしようかと思います。
中山富貴子君 梅、桃、これから桜ときれいに咲きはじめた中、
一昨日よりの厳しい三寒、３月の雪に困っている方々、心配し
ております。ホワイトデー、皆様の心いっぱい頂きました。あ
りがとうございます。
大木 暁君 梅田さん、新天地でのご活躍をお祈りしておりま
す。
［本日 26 件、37,000 円です］

卓話 「ＰＥＴＳ報告」
大森久巳男会長エレクト
昨日勉強してきたばかりなので、ま
だちゃんと整理はついていませんが、
ＰＥＴＳの報告をさせて頂きます。会
場に田中ガバナーエレクトをはじめ、
当クラブの人たちがたくさんいたの
で、すぐに雰囲気に馴染むことができ
ました。
場所は藤沢商工会館６階、午前 10 時点鐘でした。まず、田
中ガバナーエレクトが次年度の国際ロータリーの方針につい
て話されました。いろいろと話された中で、最も印象に残っ
ているのは「もっと楽しく、もっと面白いロータリーを目指
しましょう」ということでした。また「実践第一主義」で行
動することが素晴らしい方針になります、とも言われました。
「難しいことを易しく、易しいことを深く、深いことを面白
く」というお話もされました。
会員増強については、この 2780 地区は１クラブ平均の会員
数が 37 名なので、これを 10%増強して、平均 40 名を目指し
ましょう。その気になって努力すれば十分に達成可能な数字
ですとも言われました。さらに、ロータリーの中核的価値観
は、宗教などが入り込んでいない、ロータリー独自で築いて
きたもので、素晴らしいというお話もありました。
基調講演はパストガバナーの後藤定毅さんがパワーポイン
トを使って、
「クラブリーダーシッププラン～元気なクラブ作
りのために」というタイトルで話されました。これはわかり
やすく、大いに参考になると思いました。
昼食後には分科会があり、第１セッションでは、どのクラ
ブも会員増強では苦労されているということがよくわかりま
した。また、会長の役割と責務についてもいろいろと話し合
いました。クラブリーダーシッププランによって、各クラブ
がどのように活性化されたかを一人ずつ発表するという場面
もありました。そこでは、もう少しわかりやすくロータリー
を発信できないか、という意見が様々出ました。
第２セッションでは会員増強・維持について話し合いまし
た。４つの設問がありました。
「クラブの会員増強についてど
うお考えですか」「現在の会員状況はどうでしょうか」「新会
員はなぜ重要なのでしょうか」
「新会員を教育するのはなぜ重
要なのでしょうか」です。いろいろなクラブの地域性や事情
が聞けて、なかなか面白い試みだと思いました。うちのクラ
ブの会員増強委員会はひじょうに効果的に機能していると思
いますので、これを継続すべきだと強く思いました。

