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本日ガバナーを交え、すでにお話をさせて頂きました中

で、増員が素晴らしいというお褒めの言葉を頂きました。 

反面、出席率の低さの問題点が挙げられました。 

ガバナーとの時間では、皆様の活発なご意見お願い致し

ます。 

 

 

 ガバナー事務所より 

① ロータリー財団 100 周年記念シンポジウム 公共イメージ向上協力金のお願いが配信されております。 

金額は任意ですが、目安としてお一人 250 円以上のご支援をお願いいたします。締切：9/30 迄 

② インターアクト年次大会のお願いが配信されております。 

日時：11 月 19 日(土)13:40～受付 14:10～開会式  場所：相模原南市民ホール  

登録料：一人 3,000 円  締切：9/30(水) 

③ ロータリーの友へ投稿しよう！が配信されております。 

「クラブを訪ねて」シリーズが始まりましたので、皆様のクラブからも奉仕活動等投稿をお願い致します。 

 ロータリーの友事務所より   ロータリーの友」英語版 注文申し込みのお知らせが届いております。 

 伊勢原観光道灌まつり実行委員会より 墓前祭のご案内が届いております。 

   10 月 1 日(土) 午前 10 時より 下糟屋大慈寺 

 例会変更のお知らせが届いております。 

伊勢原中央RC  9 月 12 日(月)→公式訪問事前協議     9 月 26 日(月)→夜間例会 

秦 野 中RC   9 月 16 日(金)→夜間例会 点鐘：19:00 場所：秦野商工会支所 4F 

 第７グループより 新会員の集い開催のご案内 日時：9 月 28 日(水) 18:00～ 料亭こみや 一人 6,000 円 

対象者：2013 年 7 月～入会された方 対象者以外でも出席されたい方お待ちしております。 

 

9/14 第 2458 回 卓話：遠藤郷平君・内田智久君 

9/21 第 2459 回 卓話：千葉龍太氏(かながわ新聞社) 

9/28 第 2460 回 卓話：加藤桂君(新会員) 

         村上 一秋会長  
              

          君が代・奉仕の理想 

四つのテスト(濵尾ゆかり会員) 
 

              井戸川秀治会長エレクト 
 

      

 
          
          

 

                                           

 

 
     

 

会長報告 今後の予定 

 

 

 

 

 

幹事報告 

お客様 

青少年交換留学生 

RI 第 2780 地区 DG 佐野 英之様(秦野 RC) 

第 7GAG   長谷部俊夫様(伊勢原中央 RC) 

第 7G 幹事  小西 英昭様(伊勢原中央 RC) 

第 7G 会計  柳川 正男様(伊勢原中央 RC) 

 米山奨学生 ジョルダヤコヴァ・サウレ 

 

スカイ・アン・ランツ 

 

 

  第 2457 回 例会     平成 28 年 9 月 7 日(水)曇り 
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スマイル報告 東  学 スマイル委員長代理  

 

本日ガバナー公式訪問・新会員入会に際しまして全員スマイル ご協力ありがとうございました！ 

 

        入会 50 周年記念お祝い 吉川 昌男会員 

                                                                                      

                        秦野から始まり去年で入会 50 周年になりま

した。当時、加藤さん、濱田さん、飯塚さん、

鳥居さん 4 人が勧誘にお見えになりました。

それから 51 年間ロータリーを楽しませて頂

いております。これからもよろしくお願い致し

ます。 

 

出席報告  戸田 裕士 出席委員長 

佐野 英之様 本日は公式訪問に伺い致しました。宜しくお願い致します。 

長谷部俊夫様 

小西 英昭様 

柳川 正男様 

本日はガバナー公式訪問で同行致しました。 

どうぞ 1 日宜しくお願い致します。 

村上 一秋君 
佐野ガバナー、長谷部ガバナー補佐、小西グループ幹事、柳川グループ会計 ようこそお越し

下さいました。 

   〃 加藤さん ご入会おめでとうございます。今日から仲間です。ロータリーを楽しんで下さい。 

田中  徹君 
佐野ガバナー、長谷部ガバナー補佐、小西グループ幹事、柳川グループ会計 本日はよろしく

ご指導お願いします。加藤さんご入会おめでとうございます。これからよろしくお願いします。 

濱田 勝彌君 佐野ガバナー公式訪問歓迎致します。加藤桂さん入会お目出度、ロータリーを楽しみましょう。 

吉川 昌男君 佐野ガバナー公式訪問を歓迎致します。1 年間のご活躍を祈念致します。 

西部 康男君 公式訪問 ありがとうございます。加藤さん 入会おめでとう。 

遠藤 郷平君 
佐野ガバナー連日の公式訪問お疲れ様です。本日の公式訪問宜しくご指導お願いします。 

加藤桂さん 入会歓迎します。ロータリーを楽しみましょう。 

多田 政弘君 吉川昌男さん、入会 50 周年おめでとうございます。 

堂前 慶之君 
佐野ガバナー補佐、長谷部グループ補佐、小西グループ幹事、柳川グループ会計ようこそおい

で下さいました。加藤さん入会おめでとうございます。 

内田 智久君 佐野ガバナーようこそいらっしゃいませ。加藤様入会おめでとうございました。 

添田 博允君 
佐野ガバナー、長谷部グループ補佐、小西グループ幹事、柳川グループ会計 ようこそお越し

下さいました。加藤さんよろしくお願い申し上げます。 

外谷 正人君 北海道の話をして下さい。 

仙波 史生君 佐野ガバナーようこそいらっしゃいました。今後とも宜しくお願いします。 

大澤 守門君 

佐野ガバナー、長谷部グループ補佐、小西グループ幹事、柳川グループ会計ようこそいらっし

ゃいました。1 年間よろしくお願いします。加藤さん入会おめでとうございます。一緒に楽し

みましょう。 

奥様誕生祝い 
築城 忠生君→妻の誕生日を祝って頂きありがとうございます。最近は二人で飲み会がブーム

です。なんとか仲良くやってます。 

入会祝い 堂前 慶之君→入会をお祝い頂きありがとうございます。 

スマン 
戸田 裕士君→本日は桜台小学校子供安全見守り隊の役員会の為早退させて頂きます。地域の

おじいちゃん、おばあちゃんとやってます。 

会員数 出席計算に用いた数 出席者数 出席率（％） 前々回修正出席(％) 事前 MUP 
小山 博正君→青少年交換委員会 

帰国報告会・解団式 56 52 35 67.30 修正なし 

おめでとうございます 



 

入会式  加藤  桂君 

 

 

紹介者 田中 徹 幹事より紹介 

株式会社レナテック代表取締役でございます。入会の縁は、以前私が飲食の仕事をしている時に、お客様として来

て頂いておりました。6 月に秦野獣医師会チャリティーの関係でこちらにおいで頂き、そこから入会の運びとなり

ました。金城会員も以前からお仕事の関係で繋がりがあるとの事です。 

自己紹介 

株式会社レナテック代表取締役加藤 桂と申します。今日から皆様のお仲間に入れて頂くこととなりまし

た。多くの方と知り合いになり、多くの事を経験し、多くを楽しんで行けたらと思います。ご迷惑をお

掛けするかもしれませんが、ご理解お願い致します。 

 

サウレさんに 9 月分の奨学金が手渡されました。 

皆様こんにちは。毎日大学に行って研究頑張っています。伊勢原クラブにお世話になっている 2 年の間、

自分が成長してきた事がわかり、全ての事が無駄ではないという事を理解しこれからも頑張りたいと思

います。 

スカイさんに 9 月分のお小遣いが手渡されました。 

皆さんこんにちは。日本に来て 2 週間たちます。日本は美しい国。優しくしてくれます。学校の勉強は

難しくて大変です。でも頑張ります。 

 

 

 

外谷 正人 ゴルフ同好会幹事 

第 1 回 村上・田中年度ゴルフコンペ 中止 

9 月 8 日(木) 第 1 回村上・田中年度ゴルフコンペは台風の影響で中止。次回決まり次第お知らせ。 

山口 知英 1999 年 青少年交換学生ホストファミリー 

17 年前オーストラリアのジョアンナと言う女の子が青少年交換学生として、伊勢原ロータリーでホスト致し

ました。帰国後もジョアンナと数十年の交流を続けております。 

この度メールが来まして 9 月 17 日に日本に遊びに来ます 3 泊程私の家に宿泊予定です。この様に 17 年間

交換留学生とのお付き合いが続けられること嬉しく思います。 

スカイさんともこの様に皆様も長いお付き合いができる様になること願っております。 

 

 

 

［2780地区第7グループガバナー補佐 長谷部氏より佐野ガバナーのご紹介］ 

佐野ガバナーは、昭和18年1943年8月12日生まれの73歳。国内外で好評を博すモーツアル

トを聴かせて醸造するお酒を作る「有限会社カナイ酒造」の五代目であります。慶應義塾 法

学部政治学科を卒業され、1983年10月25日秦野RC入会。秦野RC会長、数々の地区委員・

委員長を歴任。多くの役職を兼任されております。詳しくはクラブ計画書をご覧頂ければと思

います。 

 

みなさんこんにちは。 

ただ今ご紹介いただいた佐野です。酒造のほうは現実的には現役を引退しておりますので…

もう息子の時代になっております。 

さて、本日はまずジョン・ジャームRI会長の人柄をご紹介しようと思います。 

彼は「人類に奉仕するロータリー」を掲げています。趣味は特になく「市民としての仕事が

自分の娯楽」と言っているそうです。私もアトランタで会ったことがありますが背は1ｍ90

㎝、体重100キロ以上の大男。人なつこいハンサムな紳士で「ポリオ撲滅2億ドルチャレン

ジ」を見事に達成した募金の達人と呼べる人物です。石職人の家に生まれ、父親がポリオになり苦学しながら大

学に通い、卒業後アメリカ空軍に入隊。ベトナム戦争に従軍。軍を退いてから故郷でエンジニアリングの会社に

入社。10年後には共同経営者になった凄腕の男です。そんな彼の考えるリーダーとしての三要素とは 

・常に紳士的であること  ・誰にでも親身であること  ・どんなことも達成することができること 

また、彼は何回例会を開いたか？ではなく 

「あなたのクラブは地域社会にどのような変化をもたらしたか？」と尋ねます。 

私はこの考え方により例会のあり方が変わりつつあると思います。 

また彼が今課題として捉えているのは「RI理事会期間の短縮」「RI委員会の縮小」「経費のさらなる節約」など

です。今はロータリーの今後を決定づける歴史的な節目だと考えているようです。 

さて、唐突ですが我々が集う一番の理由はなんでしょうか？ 

委員会報告

 

生年月日 1960 年 3 月 3 日 

（株）レナッテク 

講話    RI2780 地区 ガバナー 佐野 英之様（秦野RC）2016-2017 

  



最も大切な目標、それはすなわち、「奉仕」ではないでしょうか 

目指すべきは、ロータリアンの数を増やすのではなく、ロータリーによるよりよき活動をさらに多く実現させ、

ロータリーのリーダーとなれるロータリアンを増やすことであると思います。 

この事についてはポールハリスも晩年「人類に奉仕するための大勢の努力の結集に限界はない」と語っています。 

 

さてここからは地区戦略計画についてお話し致します。 

地区方針は大きく3つです。 

・戦略計画の継続  ・3つの義務の遂行  ・セントラルに10個以上の目標設定 

さらに奉仕活動に積極的に参加することです。 

3つの義務とは 

・会費の納入  ・例会への出席  ・ロータリーの友＆ガバナー月信購読です。 

さらに重点目標として 

1・改造強と維持 

具体的には地区全体75名増を目指します。新会員の勧誘・現会員の維持・新クラブの結成に基づき50名以下の

クラブで純増1名、51名以上のクラブで純増2名の実行をお願いしたいと考えております。 

また、女性会員の増強では、現在、全国で第3位の割合ですが、 

世界で見るともっと高める必要があります。女性専用の卓話者も揃えました。 

2・公共イメージ 

引き続きポリオ撲滅に力を注ぎます。 

RIとして3500万ドルの補助金をこれからもインドを始め7カ国に援助をつづけますので、お一人40ドルの寄 

お願いしたいと考えております。 

また、駅前清掃を行ってきましたが今回は10月から2月に行います。 

財団100周年記念式典は、秦野商工会議所で開催いたしますのでぜひご参加のほどよろしくお願いします。 

3.財団/米山への寄付  

4.オンラインツールの活用 My Rotaryの活用はまずは地区半数以上の会員の登録が目標です。 

多くの地区でペーパレス化が始まっていますのでこちらでもよろしくお願いいたします。 

 

これからもクラブのみなさま、地区、クラブの絆を強くし、風通しの良いクラブ作りをお願いしたいと思ってお

りますのでみなさまご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

最後に創設者ポールハリスの名言をお伝えいたします。 

『世界は常に変化している。ロータリーは世界と共に変化して成長していかなければならない。ロータリーの物語

は幾度も書き換えられなければならない。』 

この言葉を心にとめておいていただければ幸いです。 

そして本年度がクラブ会員はもとより、クラブ、地区がますます活性化することを望んでやみません。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

質疑応答 

 

Q 例会出席率の高いクラブの特筆する取組事例があれば、教えていただきたい。 

 

DG 神奈川２７８０ロータリークラブ出席率 96.37％、綾瀬ロータリークラブ 96.12％、津久井中央ロータリー

クラブ 94.06％、昨年の 6 月末現在の実績。 

毎年同じクラブが表彰されている。出席率の高いクラブは、仲間意識が強い。声を掛け合う気持ちを持って下

さい。 

 

Q 特に伊勢原 RC と同規模（会員 50 名以上）の取り組事例がありがたい。又、退会率が低いクラブの防止策。 

DG 横須賀ロータリークラブ、鎌倉ロータリークラブ、2 クラブしかまだ行っておりません。 

鎌倉クラブは非常に明るく例会場の雰囲気がいいです。女性会員が多いので試食の上料理が決定されるので、

お料理が大変おいしいです。綾瀬ロータリークラブの例としましても、創立 42 年たったクラブですが、会員

数が約 40 名 1 名の増強をしている、但し女性会員が 0 です。平均年齢は 65 歳、スポンサー制度はないそ

うです。 

注目は誕生会です。例会の外に出て家族中心に誕生会を開催し家族も踏まえてお付き合いが出来る様になるよ

うやってるそうです。出席率は 95.３％と高出席率です。 

早朝例会を検討しているクラブもあります。朝 6 時半から 8 時でファミリーレストランを活用し例会開催し

出席率を高める努力をしてるクラブもあります。 

 

Q 規定審議会の採決結果の一部に対し対票を投じたが、この合否はいつ決定されるのか？ 

  また、反対案件が否決された場合、７月１日に遡及し効力を発するものと理解してよいか？ 

  さらに、７月１日に発効となれば、規定審議会可決事項に対して、クラブ定款、クラブ細則の変更をいつまで

にしなければならないか。地区としての見解をお示し願いたい。 



 

DG 合否に関しては終了したそうです、7 月 1 日に遡及するのかと言う事もその通りです。地区の見解は、地区大

会以降 11 月の中旬までに会長・幹事さんを集めて一同に見解を発表するそうです。11 月から 1 月の間に地

区便覧、小冊子を発行する予定です。それを持ち帰り自分のクラブにあてはめるか審議しクラブの柔軟性・創

意のもとで諸規定を直すなりして頂き来年度からスタートした方がベターかと思います。地区からの指示はで

きません、クラブの自主性・主体性を重んじますので、クラブで決定して頂きたいと思います。 

 

Ｑ 手続き要覧が出てからの話し合いですと 12 月にクラブ総会を予定しておりますが、クラブ総会に図る事が難

しいと思います。ガバナーからのお話ですとクラブの柔軟性に任せると言う事で理解して宜しいですか？ 

 

DG 規定審議委員の後藤さん、私、地区研修委員会の相澤さんと皆で検討してその見解を出す予定です。それが方

向性・目安になると思います。 

 

Q 規定審議会の結果を受けて、2016 年から実施しているクラブはあるか。 

 

DG 来年から例会を 3 回にすると言うクラブは相当でてます。完全に規約を変える予定。 

相模原橋本は 3 回にすると言う事ですが、第 5 グループで今年の 12 月若しくは来年早々1 クラブ誕生する

予定です。青年会議所の 30 代の若いメンバーでスタートする予定です。こちらのクラブは例会 2 回で勧誘し

ています。新しいクラブの誕生の報告でございます。 

 

飯田 隆三君 

年配者の会（仮称）を行います。 

年配者の意見を聞く親睦の会です。 

楽しい場を作り、将来的には現役との交流を図り発展出来る様に進めたい。 

幹事役を務めさせて頂きます、クラブにも良い影響を与えられるよう進めさせ

て頂きます。 

 

佐野ガバナー 

大和中では、ノルディックウォーク歩こう会と言う会があります。 

高齢の方中心の会で健康にも良い会として開催しております。 

 

佐野ガバナー 

10 月 15 日(土)16(日)日地区大会開催致します。 

15 日は大磯プリンスホテルで開催されます。石黒 RI 理事エレクトが講師として指導者育成セミナーに出ます。会

長幹事会では各員会の委員長が 1 分程度の説明を行います。その後は懇親会となります。RI 会長代理のお話があり

ます。その席上には、偉い方々が出席されますので、会長・幹事・クラブ研修リーダーの方はご出席をお願いした

いと思います。16 日(日)12 時半点鐘です。大ホールで開催します。記念公演第 1 部は米山学友 ジギャン・クマ

ル・タパ氏の講演記念講演。第 2 部はシャネル(株)社長リシャール コラス氏の講演です。 

 

萩原 庸嘉君 

2012 年から当クラブで、活性化戦略室ができました。 

3 年間飯田さんが委員長努めて下さいました。 

(伊勢原クラブ基本方針語り) 

伊勢原のクラブはこれからも教育的プログラムを遂行していこうと言う方針が出ております。RI とは意見が食い違

っておりますが、宜しいのでしょうか？ 

 

佐野ガバナー 

各クラブ独自で行ってよいと思います。クラブのカラーを押し進めて頂けましたら嬉しく思います。 

 

加藤 桂君 

入会に当たって DVD を頂き、その他インターネットにより情報を入手しました。 

基本精神が奉仕の心、実際に何ができるかわかりませんが、垣根もなく上下関係もなくとても馴染みやすい環境で

あると思いました。今日のガバナー訪問日に入会できました事も自分自身運が強いと思っております。 

 

佐野ガバナー 

ロータリーは 111 年の歴史があり、200 以上の国と地域に約 3 万 5 千のクラブがあります。クラブ内の方々と

の交流は例会に出席し浸透して行って下さい。 

 

長谷部ガバナー補佐 

これからもロータリーライフを楽しみましょう！本日はありがとうございました。 


