
本日は、今年度第一号の新会員、中村友彦会員

が、ガバー公式訪問の日にめでたく入会されていま

す。スポンサーは高橋清副会長です。

また入会1年未満の会員に、田中がバナーからテー

マバッチの贈呈がございます。

新会員の中村会員、記念すべきガバナー公式訪

問の日に入会、誠におめでとうございます。今後

のご活躍心よりご期待申し上げます。尚中村新会

員は、今後親睦活動委員会に所属となります。中

村会員の今後のサポーターは、北砂会員にお願い

したいと思います。よろしくお願い致します。

さて今年度もあっという間に第1クールが終わり、

第2クールの10月に入ってまいりました。そろそろ、慣

れないバタバタハラハラドキドキ運営から脱却して、

本来の理想の会長ターゲット方針の実現に向けて、

少しづつ皆様のご協力を得ながら進めさせて頂き

たいと思っていますので、よろしくお願い致します。

今月は[経済と地域社会の発展月間そして米山

月間]となりますので合わせて、ご理解をお願い申

しあげます。

本日は、田中賢三Gを迎えての公式訪問例会で

す。新しい会員も今日から入会されていますので、

ガバナーとクラブ例会への公式訪問についてお話

をしておきます。

ガバナーは、所管地区内のクラブによって指名さ

れ、RI国際大会によって選挙された役員であります。

地区内のクラブに対する指導及び監督を行うこと

で、ロータリーの綱領を推進する任務を課せらてお
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【 本日のプログラム 】 10月8日 卓話 「東日本大震災から5年の教訓」 日本赤十字社 大野 雅之 様
【 次回予告 】 10月15日 卓話 「米山奨学金の意義とは」 米山奨学生 さくせいなん様

【 第1780例会 】 平成27年10月1日（木） 【 司会SAA 】 小栁 智裕 君
【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 長谷川 清 君
【ゲスト】 田中 賢三 様（茅ヶ崎RC）、志村 昌 様（海老名RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 6名(敬称略)

44名 35名 85.37% 76.92% 9名 原嶋、橋本（吉）、引田、小松、苗加、梅野

会長の時間 橋本 日吉 会長
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り、地区内のクラブを啓発し、意欲を与え、地区内

に継続性を確保するものとされており、その任務の

一つに「クラブ例会への公式訪問」があります。RI

の地区内唯一の役員の講演であり、ロータリー活

動の推進に資する権威ある訪問であります。

本日は、田中賢三Gの自己紹介を通して、人とな

りやポールハリスを語らしたらこの人、田中Gという

くらい研究し実践していらしやるガバナーからのポー

ルハリス論、そしてRIラビンドラン会長のお話、最後

に地区テーマ「もっと役に立つ もっと面白いロータ

リー」の地区活動方針等のより深いご理解をして頂

き、今年度のテーマ「ワクワク楽しく みんなのため

に そして仲間を創ろう！」の実践を、よろしくお願い

致します。

①１０月のロータリーレートは＄１＝１２０円です。

②ソウル国際大会の参加者大まかな人数把握の

為、回覧をいたします。

③本日は、ガバナー公式訪問クラブ協議会となりま

す。時間延長をご了承願います。

④10/25の地区大会は、参加登録者24名です。ま

だ登録していない会員は申し込みよろしくお願い

します。集合に関するお知らせは次週例会時詳

細を回覧致します。

⑤次週10/8例会終了後、10月度の理事会となりま

すので関係者は出席願います。

⑥10/29と11/26の夜間例会に、新入会員候補の

方のお誘いのご協力をお願い致します。

⑦本年度4/17に開催される地区研修協議会の第

1回実行委員会を9/29(火)に開催。ホストクラブ

の座間RC会長幹事そして実行委員長・事務局

長とコホストの大和中クラブ会長幹事副実行委

員長の石川健次会員の7名で開催されました。

次回第2回実行委員会は、11/12相模女子大

（当日会場）で予定されています。

祝いの方々

親睦活動委員会 長谷川 清 委員長

会員誕生日 小栁 智裕 君 10月4日

板垣 克浩 君 10月5日

結婚記念日 岸 幸博 君 10月7日

創業記念日 中島 康次郎 君 10月1日

苗加 真敬 君 10月3日

「ガバナー公式訪問」

第2780地区 ガバナー 田中 賢三 様
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卓 話

幹事報告 辻 彰彦 幹事

委 員 会 報 告



２０１５－１６年度 RID2780地区運営方針

K.R.ラビンドランRI会長テーマ

Be a gift to the world

世界へのプレゼントになろう

RI会長が示したクラブ目標

１ 会員の増強と維持 ２ 財団への寄付 ３ オンライ

ンツールの利用 ４ 人道的奉仕 ５ 新世代（インター

アクトローターアクトのスポンサーとなる） ６ 公共イ

メージ

RID２７８０地区テーマ

もっと役に立つ もっと面白いロータリー

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。そしてクラブでの親睦、グループでの親睦、

地区レベルあるいは世界での親睦を深め、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。実践

第一主義で行動することが素晴らしい奉仕となり、

プレゼントになります。

具体的な目標 すべてRI会長目標とRI戦略計画

に基づいています。

１ 奉仕活動 ５大奉仕活動に積極的に取り組む

ポリオ撲滅最優先 R財団の地区補助金、グローバ

ル補助金を理解してチャレンジ

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 IM クラブ周年事業

自己が、クラブが、ロータリーが尊敬される存在と

3



なろう Rデイチャティー大会 ロータリーデイを市民

参加の行事として実践しようを市民参加 公開とす

る 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

Rカードの普及

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１０００ドル １クラブ１名以上

それぞれの目的は至高なプログラムです。超我の

奉仕の精神のもとに学びや実践によって理解を深

めてください。

４ 会員増強１０パーセント 衛星クラブを立ち上げ

る

私たち２７８０地区の平均は一クラブあたりの会員

数は３７名です。１０パーセントは一クラブ３～４名です。

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

リーなどあらゆる角度に目を向けてください。楽しい

ミーティングを工夫して親睦を図りながら情報を累

積する機会を増やしてください。例会や奉仕活動を

役に立つ面白いロータリーとして魅力を高めてくだ

さし。

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 何

の項目を入力するのか明確にする

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

Richard D. King RI会長 2001―2002 20 Benefit

of Rotary Membership

1 Friendship

友情 素晴らしい人たちと友人になることができ

る。複雑化した世界で、ロータリーは最も根本的な

人類の欲求を満たしてくれる。それは親交と友情で

ある。1905年にロータリーが創立された一つの理由

である。

２ Business Development

事業の発展 ロータリー創立の二つ目の原点は、

事業の発展に資することである。あらゆる事業者は

ネットワークを必要としている。ロータリーはあらゆる

業種の交差する場である。異業種・同業者、多種多

様の職業の会員は互いに助け合い、そして他者を

助ける。

３ Personal Growth and Development

会員の成長と発展 会員は自分の成長を遂げ、

人間関係を改善し、発展を促進 する。

４ Leadership Development

リーダーシップ能力開発 ロータリーはリーダーの

集まりである。ロータリーで奉仕することは学びとな

る。動機づけや影響力、リーダーを指導する力を学

ぶ。

５ Citizenship in Community

良き市民 ロータリー会員は地域で最も活動的で

ある。

６ Continuing Education

継続的学び 毎週の例会は学びの絶好な機会で

ある。経済や地域社会、国、世界のことを考え、知

るチャンスである。

７ Fun

ロータリーは楽しい 例会は楽しい、クラブプロジェ

クトは楽しい、社会奉仕は楽しい、すべて楽しい。

８ Public Speaking Skills

話術の習得 人前で話すスキルを磨くことができ

る。ロータリーは自信と話術を学ぶ絶好の場である。

９ Citizenship in the World

ロータリアンは世界市民 ロータリーバッチは世界

で通用する。バッチは世界を友情で繋ぐ。

１０ Assistance when Traveling

旅行 国際大会に参加できる。旅行のチャンスも

たくさん有り楽しみの一つである。世界中の友人は

必要に応じて旅をサポートしてくれるし、会うことも

できる。

１１ Entertainment

エンターテインメント 懇親会や会議でのアトラク
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ションは、ロータリアンを巾と奥行きを深くし、文化を

楽しみ、多様性を広げてくれる。

１２ The Development of Social Skills

社交を楽しむ より優れた社交性を身につけるこ

とができる。

１３ Family Programs

家族と楽しく 家族と楽しめるのはロータリーだ

け。ファミリーの成長と親睦に役立つ。

１４ Vocational Skills

職業を伸ばす 職業上の能力向上に役立ち、

事業と人の成長と発展に役立つ。

１５ The Development of Ethics

生きる道 ４つのテスト、行動規範、２つのモットー

などを通して、ビジネスにおける倫理や人間関係の

向上に役立つ。

１６ Cultural Awareness 文化的視野 多様な世界

の文化や習俗に触れることによって視野を広げる

ことができ、

人間を大きくさせる。

１７ Prestige

名誉 ロータリーは名誉ある団体であり、会員で

あることは大きな誇りである。

１８ Nice People

素晴らしい人達 ロータリアンは地球上で最も素

晴らしい人達である。そして素晴らしくなろうとする

努力も大切なことである。

１９ The Absence of an “Official Creed”

宗教や政治に無関係 宗教や政治と関係を持た

ないクリーンなニュートラルな団体である。そしてそれ

等に関係する信条も経典もなく、引用もしていない。

ロータリー独自の奥行きの深い奉仕の理念と人生

哲学を確立している。

２０ The Opportunity to Serve

奉仕の機会 ロータリーは奉仕する機会を広げる

役割を持っている。ロータリアンの職業は人間であ

ること。ロータリーの商品は奉仕である。他者に奉

仕することは自分の心を満たしてくれる。

奉仕活動のプロセスと結果は人生を豊かにし、満

足感で一杯にしてくれる。これが自分への素晴らし

いご褒美となる。

“One profits most who serves best “

最も奉仕するもの最も報われる
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第２７８０地区ガバナー 田中 賢三 様

第６Ｇガバナー補佐 志村 昌 様

詳細は下記よりダウンロード下さい。

http://1drv.ms/1kkQxdi
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田中 賢三 様（茅ヶ崎RC）
本日は志村ガバナー補佐ともに宜しくお願い致しま

す。後藤パストガバナーはじめ皆様にお会いできるのを
楽しみにしておりました。
志村 昌 様（海老名RC）

本日は、田中ガバナー公式訪問に同行しました。第６
GAG志村です。宜しくお願い致します。
橋本 日吉 会長、髙橋 清 副会長、
辻 彰彦 幹事

祝、田中ガバナー公式訪問。田中ガバナー、本日は
宜しくお願い致します。志村AGにおかれましても、感
謝で一杯です。この良き日に中村君、入会おめでとう
ございます。
橋本 日吉 君

本日は、田中賢三ガバナーをお迎えしてま公式訪問
です。皆様宜しくお願い致します。
後藤 定毅 君
①田中ガバナー、志村ガバナー補佐、ようこそ我がクラ
ブへお越しくださいました。本日はサブテーマの楽し
く役に立つご指導を宜しくお願いします。

②中村さん、入会おめでとうございます。焦らず温め
のお風呂に入るようなつもりで、ゆっくりロータリー
を楽しんでください。

藤塚 勝明 君
田中ガバナー、大和中RCへ公式訪問ありがとうご

ざいます。
古郡 清 君、石川 健次 君
田中ガバナー、ようこそいらっしゃいました。本日は

宜しくお願い致します。
髙橋 政勝 君

田中賢三ガバナー、ようこそおいで頂きました。今日
は急用のため早退を致しますのでよろしく。中村友彦
さん、入会おめでとう。
松崎 正実 君

田中ガバナー、志村ガバナー補佐、本日はお世話に
なります。よろしくご指導いただきますよう、お願い致
します。中村さん入会おめでとうございます。仲良くし
ましょう。
伊藤 英夫 君、上田 利久 君

田中賢三ガバナー、移り変わるRIのお話を楽しみに

しております。私達二人、気がつけば早や38年、年寄
り組になりました。よろしくご指導下さい。
横澤 創 君

中村友彦様、本日より我がクラブにご入会とのこと、
末永く宜しくお願い致します。中村様のお父上と私の
父は、共に大和クラブに在籍し、会長、幹事を務めた間
柄と聞いております。この度、息子同士が大和中クラ
ブでご一緒できる偶然に驚いていますと共に大変嬉し
く思っています。
山崎 賢二 君
田中ガバナー、本日は大変ご苦労様です。よろしく

ご指導下さい。中村さん、ご入会おめでとうございま
す。のんびり、ゆっくりロータリーライフを楽しんで下さい。
入江 公敏 君、阿萬 正巳 君

田中賢三ガバナー、志村昌ガバナー補佐、ようこそ
お出掛け下さいました。本日は、勉強させて頂きます。
小栁 智裕 君
田中ガバナー、志村ガバナー補佐、ようこそいらっしゃ

いませ。本日は、ご指導宜しくお願いします。中村友彦
さん、ご入会おめでとうございます。ロータリーを楽し
んで下さい。誕生日のお祝いありがとうございます。
北砂 明彦 君
田中ガバナー、志村ガバナー補佐、本日はお越し頂

きありがとうございます。中村君、入会おめでとうご
ざいます。これからお互い髪の毛があるまで頑張りま
しょう。
親睦活動委員会 藤塚 勝明 君、池澤 利男 君、
板垣 克浩 君、荒井 純寿 君、長谷川 清 君

中村友彦さん、ご入会おめでとうございます。これ
から一緒にロータリーを楽しみませう。
富澤 克司 君
中村さん、入会おめでとう。これからも宜しく。

藤田 方巳 君
中村さん、ご入会おめでとうございます。

岸 幸博 君
結婚記念日を祝って頂き、ありがとうございます。

中島 康次郎 君

創業記念のお祝い、ありがとうございます。
板垣 克浩 君

誕生祝いありがとうございます。

スマイルボックス 鈴木 洋子 委員長 本日 \33,000 累計 \233，05０

第３回クラブ協議会


