
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日の地区大会は大盛況でした。その成功の中 

には、大谷ガバナーの人柄とホストクラブの会員 

の絆、そして心遣いなどがありなし終えた結果だ 

と思います。私は、晩餐会で舞妓さんと写真が撮 

れたので、大変満足しております。 

  

 

 ガバナー事務所より 

・10 月のロータリーレートのお知らせが配信さ 

 れております。 1 ドル＝112 円 

・地区補助金説明会＆補助金管理ｾﾐﾅｰのご案内が 

配信されております。 

日時：2017 年 10 月 28 日（土） 

① 地区補助金説明会 13：00 ～ 15：00 

② 補助金管理セミナー 15：15 ～ 17：00 

場所：藤沢駅南口 第一相澤ビル 6 階「会議室」 

締切：10 月 20 日(金) 

・地区大会お礼状が届いております。 

・米山月間卓話者派遣についてのお知らせが届い 

ております。 

10 月 11 日(水)12:00～13:30 

米山学友      ガンドグト・サラントヤさん 

随行ロータリアン  萩原庸嘉地区米山奨学・米山学友委員会委員 

 

 例会変更のお知らせが届いております。 

 秦野名水 RC  10 月 19 日(木) → 移動例会 米山梅吉記念館 

 

10/ 4 第 2513 回 卓話：高山松太郎伊勢原市長 

10/11 第 2514 回 卓話：サラントヤさん(米山奨学生) 

 10/15 第 2515 回 道灌まつり・伊勢原 3RC合同例会 

10/18 第 2515 回 振替休会(道灌まつり) 

大谷新一郎様 本日はガバナー公式訪問に参りました。よろしくお願いいたします。 

深石 純一様 

江崎 正二様 

安江  惠様 

ガバナー公式訪問に続く、本日の大谷新一郎ガバナー公式訪問、第 7 グループ役員、深石、江

崎、安江の 3 名で伺いました。よろしくお願いいたします。 

井戸川秀治君 大谷ガバナーようこそいらっしゃいました。ご指導よろしくお願いします。 

〃 
深石ガバナー補佐、江崎グループ幹事、安江グループ会計、昨日に引き続き今日もよろしくお

願いします。 

会長挨拶 

幹事報告 

今後の予定 

スマイル報告 外谷 正人 スマイル委員会委員長 

井戸川 秀治会長 

手に手つないで 

四つのテスト(田村貴寿会員) 

堂前 慶之会長エレクト 

点鐘 

ロータリーソング 

司会･進行 

お客様 第 2780 地区ガバナー 

大谷新一郎様(相模原南 RC) 

第 7GAG 深石純一様(秦野 RC) 

第 7G 幹事 江崎正二様(秦野 RC) 

第 7G 会計 安江 惠様(秦野 RC) 
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東   学君 

大谷ガバナー、深石ガバナー補佐、江崎グループ幹事、安江グループ会計、ようこそ伊勢原 RC

へお越しいただきありがとうございます。今後もご指導よろしくお願いいたします。大谷ガバ

ナー、雨上がりの夜空にではなく、雨上がりの地区大会ご成功おめでとうございます。大勢の

参加者でした。 

堂前 慶之君 
大谷ガバナー、深石ガバナー補佐、グループ幹事江崎様、グループ会計安江様、ようこそおい

でくださいました。本日はご指導よろしくお願いいたします。 

〃 大垣さん入会おめでとうございます。ロータリーライフ楽しみましょう。 

東井 重和君 
大谷ガバナー、深石ガバナー補佐、江崎グループ幹事、安江グループ会計歓迎いたします。本

日はよろしくお願いいたします。 

濱田  勝彌君 ガバナー公式訪問歓迎いたします。 

遠藤 郷平君 
大谷ガバナー、深石ガバナー補佐、江崎グループ幹事、安江グループ会計、ようこそいらっし

ゃいました。本日の公式訪問、よろしくご指導お願いします。 

松下  孝君 
大谷ガバナー、深石ガバナー補佐、江崎グループ幹事、安江グループ会計、本日はご指導よろ

しくお願いします。 

飯田 隆三君 
大谷ガバナー、深石ガバナー補佐、江崎グループ幹事、安江グループ会計、ようこそおいでい

ただきました。本日の公式訪問ご指導よろしくお願いいたします。 

小泉隆一郎君 
大谷ガバナー、深石ガバナー補佐、江崎グループ幹事、安江グループ会計、歓迎いたします。

本日よろしくお願いいたします。大垣さんおめでとうございます。 

飯田  歩君 大谷ガバナー様、ご指導の程よろしくお願い申し上げます。 

渡邊 健樹君 大垣さん、入会おめでとうございます。 

田中  徹君 

大谷ガバナー、第７グループ深石ガバナー補佐、江崎グループ幹事、安江グループ会計の皆さ

ん、本日はご指導の程よろしくお願いします。大垣さん、入会歓迎します。これからよろしく

お願いします。 

細野 圭司君 大谷ガバナーようこそ。いろいろとよろしくお願いいたします。 

濵尾ゆかり君 大谷ガバナーようこそいらっしゃいました。本日はご指導よろしくお願いいたします。 

大澤 守門君 
大谷ガバナー、深石ガバナー補佐、江崎グループ幹事、安江グループ会計 様、本日はよろしく

お願いします。大垣さん入会おめでとうございます！ 

田村 貴寿君 
大谷様ガバナー公式訪問歓迎いたします。今後共ご指導よろしくお願いいたします。大垣様、入

会おめでとうございます。一緒に楽しみましょう。 

熊谷 勝利君 
いまだに何も分からないまま出席している熊谷です。5 日のゴルフが心配です。よろしくお願い

します。 

外谷 正人君 
大谷ガバナー、深石ガバナー補佐、江崎グループ幹事、安江グループ会計、ようこそ伊勢原 RC

へ。ご教授よろしくお願いします。 

会員誕生祝い 
遠山 久恵君→誕生祝いありがとうございます。明日でいよいよ 50 代に突入します。新たな

気持ちで、有意義な 50 代にしていきたいです。 

結婚祝い 

西部 康男君→結婚記念お祝いありがとうございます。二人の関係はまだ続きそうです。 

礒﨑 貴史君→結婚を祝って頂きましてありがとうございます。できれば出席したいのですが、

仕事が忙しくて出席できませんが、忘れないで下さい。 

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 
井戸川君・田中 徹君・濵尾君→秦野 RC 
事後 MUP 
小泉隆一郎君→地区職業奉仕委員会 61 58 37 63.79 62.06 

出席報告 濵尾ゆかり 出席委員会委員長代理 

大谷ガバナーより 
地区大会 
長寿会員表彰記念品 
 

野中 敏幸君 



 

 

第 2780 地区ガバナー      大谷新一郎様(相模原南 RC) 

第 7 グループガバナー補佐 深石純一様(秦野 RC)  

第 7 グループ幹事      江崎正二様(秦野 RC) 

第 7 グループ会計          安江 惠様(秦野 RC) 

 

大谷 新一郎様 

地区大会、多数ご出席大変ありがとうございました。後程卓話をさせていただきますので、御礼一言申し上げまして

挨拶とさせていただきます。 

深石 純一様 

第７グループでは、会員増強を最重点に大谷ガバナーの下進めていきたいと思います。 

 

 

 

 

        

      渡邊君紹介：青年会議所の理事長をされておりました。ご職業は保険業を営んでおられます。 

      自己紹介 ：青年会議所の活動をしておりました。12 月で卒業いたしまして、今回ご縁をいただき皆様               

            のお世話になることになりました。ご指導いただきたいと思います。 

 

大谷ガバナーよりバッチ授与 

 

 

 

 

 

内田 智久 奉仕プロジェクト委員会委員 

道灌まつり「伊勢原ロータリーカフェ」お手伝い 

 14 日・15 日お手伝い時間割表回覧致しますので、できる時間をご記入下さい。 

仙波 史生 社会奉仕委員会委員長 

ふれあい授業 

 伊勢原中学校からの希望：交通関係 2 名程 運送関係のご経験があり、お話してくださる方を探しております。 

 どなたかいらっしゃいましたら、お知らせください。 

 

 

1. 松下 孝君 今回の日台少年親善交流野球大会に至るまでの、台湾との経緯説明 

2. 東  学君 地区補助金プレゼンテーション映像・説明 

3. 松下 孝君 日台少年親善交流記録映像・説明 

 

 

 

 

 

 

参加者児童代表 参加感想 

塩田 琥輝君 (しおた こうき) ：台湾でケガをしてしまいましたが、皆が頑張ってくれたので勝つことができ 

                  ました。皆と仲良くできて、チームをまとめることもできて良かったです。 

前後 雅君  (ぜんご みやび) ：元気に楽しくできて良かったです。 

遠藤 稔弥君 (えんどう としや) ：台湾でいろいろなことを学べました。台湾の人と仲良くなれました。 

                   台湾の料理は、小籠包が美味しかったです！ 

 

伊勢原市野球連盟学童部へ感謝状贈呈  

伊勢原市野球協会理事長 村上 正様 

 

 

 

 

 

委員会報告 

お客様ご挨拶 

入会式 

大垣 真一君 生年月日 1976 年 5 月 6 日 株式会社 ライフプラザパートナーズ 紹介者 渡邊君・加藤(宗)君 

日台少年親善交流会報告会 



 

 

まずは今年度の RI 会長のご紹介を。会長はイアン・ライズリーさん。オーストラリアの公認会計士です。世界中の

ガバナー（世界で 539 人。日本から 34 名）を集めたサンディエゴでの集会時にお目にかかりました。イアン会長

の 2017-18 テーマは「ロータリー：変化をもたらす」です。私は「：」＝「は」、もしくは「：」＝「に」と解釈

しております。では地区方針をご説明します。 

 

◎増強を最重点にする 

女性会員と若い会員の増強を軸に会員50名以下のクラブは１名以上。51名以上の 

クラブは２名以上を継続。クラブの現状を理解、把握し増強・会員維持を行う。 

・会員数（直近データ）世界＝約 120 万人、日本＝89,000 人 

・RID2780 会員数（直近データ）2,300 人 男性＝2,097 人 女性＝204 人（9.2％） 

サンディエゴの集会では 539 人の内 110 名が女性ガバナーでした。 

 

◎戦略計画の実行 

長期計画目標と実行。イアン会長は 10 年後のクラブをイメージして、3〜5 年の計画を立ててほしいと熱く語って

いました。 

 

◎財団 

奉仕の実践への“貯金”というつもりでよろしくお願いいたします。 

［R 財団寄付目標］ 

・年次 200 ドル以上（1 人） 

・ポリオ寄付 40 ドル以上（エンドポリオ目前です） 

・恒久基金寄付 1,000 ドル以上（1 クラブ） 

［財団基金の活用］地区補助金・グローバル補助金の積極的利用（2017-18 地区補助金 89,600 ドル） 

［米山記念奨学会寄付］20,000 円以上（1 人） 

 

◎マイロータリーの登録率向上 

現在、各クラブ 25％以上の目標ですが、40-50％に引き上げたい。 

 

◎柔軟性の正しい理解 

例えば「例会を月二回以上でも良い」という項目についての審議もありました。これについて圧倒的に賛成票が上回

りました。強制ではありませんが、各クラブごとの配慮で成果の出る一番いい方法を選んでほしいと思います。 

 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

深石ガバナー補佐より、大谷ガバナーをご紹介いただき、懇親会をスタートしました。 

11項目のご質問で可能な限りお答えします。 

 

Q1）当クラブの会員増強と会員イメージへの取り組みに対して、どのように評価されていますか？（堂前エレク

ト） 

A）昔のRCは陰徳の美と呼ばれていました。ですが、現代では脱却し、今年度の方針にもありますようにメディア

を活用した公共イメージへの取り組みが重要と考えています。そういった観点でいいますと、貴クラブは、メディア

を使いとてもいい活動をされていると思っています。地域メディアとの連携を目指していけるとより効果的と思いま

す。 

 

Q2）会員の高齢化やRC活動への理解不足が会員減少の要因であると認識しています。 

魅力あるクラブ作りのために、他クラブの事例を教えてください。（田中委員長） 

A）他のクラブもみなさん同じようなことをされていて、特効薬がありません。 

会員増強維持に関しては、地味な活動を継続することが大事だと思います。今日お願いして、明日会員になってくれ

る人はいません。 

RCをいかに説明できるかが大事で、ロータリーファミリーの理解をもらいながら、RCでの活動を楽しくすることが

大切だと思います。 

 

Q3）ロータリー財団の寄付について達成率が高いクラブが多数あります。その秘訣を教えてください、 

マルチプルフェローなどの意味を教えてください。（田村委員長） 

A）寄付は自由です。自分の気持ちでしていただくものです。 

    2017-2018年度   第 2780地区ガバナー  大谷 新一郎様  

質疑応答 



私は立場上、貯金と思ってお願いしています。どのような使途で使われてるか分からないのが要因かもしれません。 

これに関しましては、ガバナーやガバナー補佐を始めご理解いただく努力がさらに必要と思います。 

地区補助金を是非活用いただいて、寄付金の内容を理解いただくのがいと思います。 

（この後、ベネファクター／マルチプルフェロー／メジャードナー／大口寄付のご説明をいただきました。） 

 

Q4）米山奨学生との接点を知りたい、また奨学生のその後の活躍等教えていただけますか？（築城委員長） 

A）米山奨学生は素晴らしい方が多いです。ただ、卒業して学友になってから彼らがどう活躍するかが大事だと思っ

ています。 

米山奨学金を使い卒業したわけなので、日本やRCにいい形で返して欲しいと思っています。 

 

Q5）クリスマス会等の親睦イベントへ家族や会員の参加を促したい、（濱尾委員長） 

A）貴クラブは親睦が盛んと認識しています。とても良いことだと思います。 

さらなる活性化としては、色んな会に会員候補の方を呼んでRCのことなどを話してみるのがいいかもしれません。 

当クラブでは、障害者の方々をイベントへお招きしています。RC以外の方々との接触が重要だと思います。 

 

Q6）出席率の低下を防ぐにはどうしたらいいでしょうか？（貝原委員長） 

A）現役で忙しい若い会員さんは仕事が忙しいので、難しいかもしれませんが、一声かけてつながることが大事です

ね。 

みんなあなたを待ってるよ、出れるときに参加してねという声がけが必要です。 

ベテランの方々に声がけをするのは若い会員さんの努力です。それが絆につながります。 

 

Q7）友好クラブの関係性が難しい問題もあります。どのように考えられてますか？（飯田委員長） 

A）素晴らしい映像資料を見せていただきました。当クラブの姉妹クラブは関係を5年間結びました。 

2期目に発展的解消をしました。お互いに負担になってしまったことが原因でした。 

重荷になってしまってはいけないので、あまりマイナスに捉えずに次のステップへ向かうためのものだと理解された

方がいいと思います。 

歴史がありますから、最初に締結された先輩方の意見も聞きながら議論してみてください。 

 

Q8）研修リーダーや公共イメージ委員会などの変更について教えてください（遠藤会員） 

A）研修リーダーとは現役のクラブ会長の補佐です。 

研修リーダーを中心に、3年未満の会員へRCの歴史を伝えたりすることでクラブの活性化を実現する重職だと理解し

ています。 

研修リーダーと会長とが良い連携をとっているクラブは、とてもうまくいっていると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会場  FORUM246  伊勢原市石田 350 （株）アマダ内 TEL 0463-96-3711 

例会日  毎週水曜日 12:30～１３:３０ （お食事は１２:００より準備いたしております） 

事務局  神奈川県伊勢原市伊勢原 1-2-2横浜銀行伊勢原支店内 

             TEL.  0463-92-5777    FAX.  0463-95-5313 

                       E-mail. rc1isehara@gmail.com 


