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2015 年 11 月 5 日（木） 第２６９５回例会 天候：晴れ 司会：大箭剛久副幹事 No. 17
＊＊＊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 「君が代」 「奉仕の理想」

◇四つのテスト［加瀬義明会員］

◇会長挨拶

◇委員会報告 親睦 他

◇幹事報告

◇卓話 磯川 浩様（第４Ｇｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐・寒川ＲＣ）「公式訪問前の補佐訪問」 クラブ協議会
◎ゲスト・ビジター紹介
磯川 浩様（ガバナー補佐・寒川ＲＣ）
◎会長報告
本日は大森会長がお休みのため、杉本
行廣副会長が代行。27 年振りの会長挨
拶とのこと
◎幹事報告
◇国際ロータリーより 疾病予防と治療月間(12 月)リソース案内
◇ガバナー事務所より
*『麻薬・覚醒剤乱用防止運動神奈川大会』の案内 添付資料
‥・ポスター・冊子・チラシ
・11/20(金)17:00～19:30・神奈川県民ホール(小ホール)
◇ガバナー補佐より 第 7 回会長幹事会の案内・
11/10(火)19:00・アップル
◇台北西北区扶輪社より
*創立 55 周年記念事業【新北投駅の風采と文才を再現する】奉
仕活動共同参与への御礼
*創立 55 周年記念事業奉仕活動寄附金送金方法について
◇茅ヶ崎中央 RC より 創立三十周年誌の発刊について
◇綾瀬春日 RC より 青少年交換学生支援金の依頼(2,000 円×
7 月 1 日の会員数)
◇藤沢 RC より 第 3000 回例会の案内(再)・11/18(水)12:30 点
鐘・湘南クリスタルホテル
ゲストスピーカー:国際ロータリー第 2780 地区ガバナー 田中
賢三様・ビジター費:5,000 円
◇玉蘭荘だより 148 号(当クラブ会員来荘&交流の記事掲載)
◇タウンニュース(地区大会の記事掲載)
◎委員会報告
姉妹クラブ［成田会員］：台北西北クラブの例会場が変更に
なった旨の報告と、再来年台北が２地区に分割され、台北西
北クラブが一方のリーダークラブになる旨の報告
親睦［水嶋会員］
：11/19（木）田中ガバナーご苦労様会の確
認とバス利用者の再確認
ゴルフ同好会［清水会員］
：11/9（月）シーサイドカントリ
ーにて６ＲＣ合同ゴルフ開催のお知らせ

スマイル報告 半田朋子会員
磯川 浩様（第４グループガバナー補佐・寒川ＲＣ）公式訪問
２週間前の訪問にお伺いしました。本日はよろしくお願い致し
ます。また、過日の地区大会の担当ごくろうさまでした。大変
有意義な２日間をすごさせていただきました。
横山 貢君 寒川ＲＣ磯川ガバナー補佐様ようこそ。会長・幹
事会でも色々とお世話になっております。本日は例会後のクラ
ブ協議会も皆様宜しくお願いします。
小澤耕一君 磯川ＤＧＡようこそ！本日の協議会宜しくお願
い致します。加藤さん、地区大会の見事な運営有難うございま
した。
伊藤留治君 磯川ガバナー補佐よろしくお願い申し上げます。
加藤 寛君 何年かぶりに娘と中国旅行に行って来ました。
池上 實君 第４グループ磯川ガバナー補佐ようこそ。アッセ
ンブリーよろしくご指導下さい。
杉本行廣君 ガバナー公式訪問２週間前の磯川ガバナー補佐
をお迎えしたクラブ協議会です。極力全会員のご協力を期待し
ています。
成田栄二君 磯川ガバナー補佐御指導よろしくお願いします。
程島利通君 磯川浩ガバナー補佐様、本日はご苦労様です。
山口利通君 磯川ガバナー補佐殿、本日はご苦労様です。地区
大会はご協力ありがとうございました。
下里洋一君 早退をお許し下さい。
出口敬純君 磯川ガバナー補佐卓話よろしくお願い致します。
斉藤信夫君 磯川ガバナー補佐様、御指導よろしくお願い致し
ます。
小林 亨君 磯川ガバナー補佐、いつもお世話になっておりま
す。目の件でごめいわくをおかけしましたが、なおり、出席し
ました。
河本啓伸君 磯川ガバナー補佐、本日はよろしくお願い致しま
す。私のあまりある才能ゆえか、明日からの６週間に亘り、レ
ディオ湘南（FM83.1MHz）金曜午前 10:30～11:00 の「J:COM
の時間」という番組のエンディングで、天才ミュージシャンの
素晴らしい楽曲が流れることになっています。よかったら聴い
て下さい。
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和田幸男君 磯川ガバナー補佐よろしくお願いします。
吉田恵子君 カレンダーが残り２枚になりました。あっという間
に一ヶ月がすぎるように思います。
大木 暁君 磯川様の卓話、楽しみにしておりましたが、中座す
ることになってしまいました。申し訳ございません。
水嶋 聡君 皆様に幸有れ！
加瀬義明君 磯川様ようこそ。
杉本剛昭君 ＡＧ磯川様ようこそお越し下さいました。卓話を伺
うことを楽しみにしております。
岩本好正君 磯川様ようこそおこし下さいました。卓話楽しみに
しております。さて、ちょっとお知らせですが、毎週金曜日の
10:30 から 30 分間ローカル FM 放送局レディオ湘南で J:COM
の時間という番組があります。エンディングで河本会員の歌が流
れますので、お楽しみに～。周波数は 83.1MHz です。
北村公子君 さわやかな秋になりました。何かと忙しい 10 月も
終り、一段落です。お世話になりました。寒川ＲＣ磯川様いらっ
しゃいませ。ごゆっくりお過ごし下さい。
品田和也君 磯川様こんにちは。卓話よろしくお願い致します。
西山国男君 寒川ＲＣ磯川ガバナー補佐いらっしゃいませ。卓話
よろしくお願いします。
関 伸司君 寒川ＲＣ磯川様ようこそ！11 月 9 日ゴルフコンペ
よろしくお願いします。
半田朋子君 皆様こんにちは。この頃は秋晴れのよう天気が続い
ております。体に気をつけて、風邪を引かれませんように。
［本日 27 件、33,000 円です］

★クラブ協議会風景★

修正出席率
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卓話 磯川 浩様（寒川ＲＣ）
「第４グループガバナー補佐訪問」
本日はガバナー公式訪問２週間前の恒
例のガバナー補佐訪問ということで、
地区ならびにＲＩの方針などをお話する
ということになっています。これもガバナ
ー補佐の務めですので、あらためてＲＩ・地区の方針につい
てお話させて頂きます。本年度ＲＩ会長のラビンドラン氏は
スリランカのコロンボＲＣに在籍され、祖父・父に続きロー
タリークラブに入った三世ロータリアンです。21 歳という若
さでロータリークラブに入りました。仕事は印刷・梱包・デ
ジタルメディアを扱うプリントケア社の創業者であり、最高
責任者です。紅茶のティーバッグを世界各国の紅茶会社へ輸
出する世界一のティーバッグ会社でもあります。
今年のテーマは「世界へのプレゼントになろう」というこ
とです。会長の示した具体的目標は６つあります。「会員増
強と維持」
「財団への寄附」
（ＲＩ方針では 1 人当り 100 ドル。
地区では 200 ドルが目標となっています）
「オンラインツー
ルの利用」「人道的奉仕」「新世代」「公共イメージ」の６つ
です。特に新世代についてはインターアクト、ローターアク
トのスポンサーになろうということを奨励しています。2780
地区では鎌倉ロータリークラブがスポンサーとなって県立
鎌倉高校のインターアクトクラブを発足させました。
さて田中賢三ガバナーの方針ですが、“もっと役に立つ
もっと面白いロータリー”をテーマに掲げておられます。
“ロ
ータリークラブおよびロータリアンに備わっている才能、知
識、能力、努力、献身と熱意、これ等を世界に役立てようと
掲げているのがラビンドラン RI 会長です。世界に、社会に、
あるいは事業に、職業にもっと役に立つロータリーあるいは
ロータリアンを目指しましょう。”というのがガバナーのお
考えです。具体的な目標はＲＩ会長とほとんど同じで、すべ
て RI 会長目標と RI 戦略計画に基づいています。
※以下は本年度当クラブ活動計画書からの引用です
１ 奉仕活動 ５大奉仕活動に積極的に取り組む
２ 公共イメージの向上 マルチメディア等で良い活動は
広めて影響力を持とう／自己が、クラブが、ロータリーが尊
敬される存在となろう／ロータリーデイを市民参加の行事
として実践しよう／公共イメージ賞を設ける
３ 寄付の理解 財団 一人当たり 200 ドル以上／米山記
念奨学事業 20,000 円以上／ポリオ撲滅活動 40 ドル以上／ベ
ネファクター一度に 1,000 ドル１クラブ１名以上
４ 会員増強１０パーセント その気になって努力すれば必
ず達成できます。女性、若い世代、新しい職業、熟年世代、
ロータリーファミリー等あらゆる角度に目を向けて下さい。
５ 中核的価値観を出席や参加を多くして学ぼう
親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップはロータリ
ー精神の基本です。例会、IM、地区委員会、地区セミナー、
地区大会、国際大会の出席と参加をしましょう。出席は義務
でなくて権利です。多くのことを学ぶチャンスです。親睦を
促進し、ロータリーを学ぶことは楽しみであると同時に役に
立ちます。
６ オンラインツールの利用促進
MY ROTARY へのアカウント登録：会員の 50%以上を目
指してください。ロータリークラブセントラル：100％のク
ラブ ブランドリソースセンター：ロータリーショーケース
ボイス など
７ 特別月間の大幅な変更を理解

