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2019 年 8 月 22 日（木） 第２８６２回例会 天候：晴れ 司会：杉田祐一副幹事 No. 7
＝本日の例会行事＝
◇歌唱 「それでこそロータリー」 「四つのテスト」
◇委員会報告

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇ビジネス体験隊報告［杉田祐一会員］

◇卓話 国際ロータリー第２７８０地区 第４グループ ガバナー補佐

和田幸男様 （茅ヶ崎ＲＣ）

ガバナー補佐訪問卓話

◎ゲスト・ビジター紹介
和田幸男様（ガバナー補佐・茅ヶ崎ＲＣ）薗 信雄様（東京

和田幸男第４グループガバナー補佐「地区の思い出」

銀座ＲＣ）

2012-2013 年度、
自分が会長になった時には会員が 31 名
しかいないこともあって、会員増強のことしか頭になかっ

◎幹事報告
◇ＲＩ日本事務局より

寄付・認証 ロータリークラブの手引

たわけですが、前期はなかなか増強できませんでした。田

2019-20 年度版

中 PG から「断られるのも勉強だよ」と言われたのをよく

◇ガバナー事務所より

覚えています。後期になって中山さんをはじめ女性ロータ

＊２０１９-２０２０年度国際ロータリー第２７８０地区 地区大会

リアンにたくさん入会して頂きまして、クラブが活性化し

決議委員会委員長/委員ご委嘱の件

てきました。翌年度、公共イメージ委員として初めて地区

決議委員会構成

◉委員長…田中賢三

◉委員…渡邉 昭

に出向しましたが、その時の地区幹事が現在のガバナーノ
ミニーの田嶋さん、公共イメージ委員長は大谷 PG でした。

（藤沢北ＲＣ）・和田幸男（茅ヶ崎ＲＣ）
杉崎 正（平塚北ＲＣ）・澤邑重夫（茅ヶ崎ＲＣ）

大谷さんとともに綾瀬産業フェアでポリオ撲滅キャンペー

＊４種委員会

ンをやっていた綾瀬 RC に行った時に、当時の高橋会長に

◉１０/１９（土） １０：３０

◉小田急ホテルセン

チュリー相模大野 ８階

紹介してくれた際、高橋会長が「仲間だからよく知ってい

＊杉岡ガバナー年度 地区大会４種委員会 名簿

ます」と言ってくれたのがとても嬉しかったのを覚えてい

◇ガバナー補佐より

ます。2014-2015 年度は横須賀の渡辺 PG 年度で、横須賀

地区大会クラブ事務局員お手伝いの

依頼 ⇒ 茅ヶ崎ＲＣ・寒川ＲＣの各事務局員

の方は会員増強に対する意識が高く、
「会員増強というのは

◇ＡＭＤＡ社会開発機構より

数字として残るから、頑張らなければならないんだ」とい

年次報告書２０１８

◇タウンニュース

うことを言われたのが印象的でした。2015-2016 年度は当
茅ヶ崎 RC の田中賢三 PG の年度で、茅ヶ崎 RC からは初

助金プロジェクト「ビジネス体

めてのガバナー輩出でした。私は地区副幹事で、クラブ奉

験隊」報告をする杉田会員

仕委員会を担当しました。地区大会などもあり、これで地
区はしばらくお休みだと思っていましたが、2018-2019 年
度の脇 PG の時に地区の会員増強委員をやることになりま
した。ふじさわ湘南 RC の松下会員増強委員長は知識があ
り、卓話の上手な方でしたが、私も他クラブに会員増強の
卓話をしに行くこともありました。そして 2018 年 12 月に
ガバナー公式訪問２週間前の補佐
訪問の和田幸男第 4 グループ AG

AG の研修が決まりました。最も印象に残ったのが大谷研
修委員長が最後に言われた「謙虚に」という言葉でした。
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スマイル報告
澤邑重夫君

石田貴一会員
薗さんようこそ。和田さん、本日はガバナー補

横山

貢君

修正出席率

９７．４４％

まだまだ暑い日が続きますね。本日、和田ガバ

ナー補佐、卓話よろしくお願いします。
本日は AG 訪問ですが、地区の委員会で他ク

佐卓話よろしくお願いいたします。また、クラブ協議会もよ

岩澤あゆみ君

ろしくお願いいたします。

ラブでの卓話のため、例会欠席となり申し訳ありません。先

杉本剛昭君

今日は少し涼しい朝になりましたね。
和田 AG、

週ビジネス体験隊が 4 日間台風の影響もなく予定通りに開

本日の卓話楽しみにしていおります。どうぞよろしくお願い

催できました。御協力頂いた皆様、本当にありがとうござい

申し上げます。

ました。またアンケート結果など分析できましたら開催報告

伊藤留治君

をさせて頂きます。

和田Ｇ補佐、本日はよろしくお願いします。薗

本日は和田 AG どうぞ宜しくお願い致しま

様ようこそお越し下さいました。

中山冨貴子君

池上

す。猛暑が続いておりましたが、お盆が過ぎましたら風が気

實君

月はじめに体調を崩して以来、元気が出て来

ず、聞き逃せないコンサートにのみでかけています。8 月 17

持ち軽く感じられます。皆様ご自愛下さいませ。

日 NHK ホールで弟子達 13 名が出演し、感動しました。

大箭剛久君

昨日ウィルス対策についてのセミナーに行っ

東京銀 RC 薗さん、大歓迎です。和田幸男第 4

てきました。最近では毎日 100 万個の新型コンピュータウ

グループガバナー補佐、本日の補佐訪問、よろしくお願い致

ィルスが生み出されているそうで、ウィルス対策ソフトの会

します。地区補助金プロジェクトのビジネス体験隊、たいへ

社も対応しきれないのが現実のようです。何はともあれバッ

ん有意義な奉仕活動でした。御苦労様でした。

クアップを取っておくことが最重要と認識しました。

大森久巳男君

北村公子君

田中賢三君

ガバナー補佐和田様、御役目御苦労様です。

宜しく御指導下さい。

お盆も終り、夏の暑さもひと息です。ビジネス

体験隊、慣れない事でこちらもどうしてよいかとまどいまし

和田幸男君

AG 訪問、お世話になります。

た。無事終了してよかったです。岩澤さんお世話様でした。

吉田恵子君

先日の職業体験出席の皆様お疲れ様でした。和

小澤雅彦君

田ガバナー補佐様、卓話楽しみです。
杉本行廣君

私的都合で例会を 60%で早退することになり、

和田 AG、本日の卓話とても楽しみにしており

ます。写真係として良い写真を撮影したいと思います！
橋本正一君

ビジターの薗さん、こんにちは。ガバナー補佐

残念ですが和田ガバナー補佐の第一声を聴けなくて済みま

の和田さん、卓話楽しみにしております。

せん。

安武

山口利通君

和田ガバナー補佐、本日はご苦労様です。ご教

勝君

和田さん、卓話宜しくお願い致します。

伊藤和明君

和田さん、卓話楽しみです。

示の程、よろしくお願い致します。

熊澤孝之君

和田幸男様、卓話楽しみです。よろしく。

加藤

和田さん、宜しく御指導の程お願い致します。

野中範郎君

お酒には注意します。

和田 AG、補佐訪問ご苦労様です。協議会お手

石田貴一君

和田 AG、卓話拝聴させて頂きます。

寛君

成田栄二君

柔らかに！ビジターの薗様ようこそ！

［本日 25 件、31,000 円です］

8/14～17 に開催された地区補助金プロジェクト「ビジネス体験隊」
。子供たちが成長してゆく様子は頼もしく感動的でした

