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お客様

2018-2019 年度/堂前 慶之会長
本日、入会式を予定しておりましたが都合により延期となり
ました。あらためて日程調整をして執り行いたいと思いま
す。さて、先日興味深い記事を目にしました。昨今、ヒアリ
やセアカゴケグモなどの外来種が日本に進入して問題とな
っていますが、逆に日本の生物が海を渡り大暴れしていると
いうものでした。例えば、ワカメ。ニュージーランドに定着
し、ワカメを食べる習慣がないこともあり大繁殖して、養殖
ムール貝に深刻な被害をもたらしているそうです。クズ餅の
原料になるマメ科のクズ。繁殖力の強いクズを米国の砂漠の
緑地化に持ち込んだところ、繁殖力が強すぎて制御できず問
題になっていたり、日本に進入したヒアリと逆のバターン
で、日本の原産種であるオオハリアリが米国原産種を駆逐し
て分布を拡大しているそうです。視点を変えると、日本は被
害国だと思っていたら、実は加害国でもあった訳です。
話は変わりますが、外谷幹事とともに平成・中央・秦野の 3
つのクラブに表敬訪問に行ってまいりました。例会の進行は
それぞれのクラブでかなり違いがあります。我々が当たり前
だと思っている「四つのテスト」唱和は伊勢原 RC 独自のも
のです。私は「四つのテスト」が大変気に入っているので、
クラブの性質・体質を表すすばらしいものだと思っていま
す。今私が話をしている「会長挨拶」は秦野 RC では「会長
の時間」と称されます。単なる挨拶にとどまらず、会長のミ
ニ卓話的な色合いが強くでています。より良いクラブ運営を
していくためには、このように視点を変えて、或いは外部の
情報を積極的に取り、俯瞰で自分の立ち位置を確認すること
はとても大切なことだと考えます。本日ガバナー公式訪問
は、脇ガバナーより RI や地区の方針をお聞きするだけでな
く、クラブ運営に関しても大局からご指導をいただける貴重
な機会です。大変気さくな方ですから、フォーラムでは是非
積極的にご意見や質問をぶつけてください。

慶之会長

重和会長エレクト

・国際 RC 第 2780 地区ガバナー
脇 洋一郎様(茅ヶ崎湘南 RC)
・第 7G ガバナー補佐
松下 孝様 （伊勢原 RC）
・第 7G グループ幹事
築城 忠生様 (伊勢原 RC)

今後の予定
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・8/25
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・9/ 5

少年野球夏季交流大会
[第 2559 回]卓話
地区米山奨学セミナー
[第 2560 回]卓話
[第 2561 回]卓話

幹事報告
★ガバナー事務所より
8 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
★地区大会のご案内が配信されております。
会期：10 月 13 日(土)、14 日（日）
場所：鎌倉パークホテル、茅ヶ崎市民文化会館
ホスト：茅ヶ崎湘南ロータリークラブ
★伊勢原市道感祭り祭実行委員会より第 51 回伊勢原市観光
道感祭り第 2 回実行委員会開催のご案内が届いておりす。
日時：8 月 24 日(金) 15：00〜
場所：伊勢原市文化会館リハーサル室
★株式会社杉田商事の杉田光一様より、お礼のお手紙が届
いております。

スマイル報告

堂前
荒巻
市川
大澤

田村

慶之君／外谷
哲朗君／山口
正孝君／東
守門君／田村

貴寿/スマイル委員会委員長

正人君／東井
知英君／飯田
学君／田中
貴寿君／天野

重和君／濱田 勝彌君／多田 政弘君／大谷
隆三君／小泉隆一郎君／井戸川秀治君／築城
徹君／礒﨑 貴史君／山田 昌紀君／𡈽屋
耕一郎君／堀口 雅巳君

聰君／遠藤 郷平君
忠生君／萩原 鉄也君
修君／濵尾ゆかり君

[お客様スマイル]

[お客様スマイル]

[会員誕生祝い]

[会員誕生祝い]

[会員誕生祝い]

国際 RC 第 2780 地区
ガバナー脇 洋一郎様

第 7G ガバナー補佐
松下 孝様

吉川

内田

田中

本日はガナバー公式訪問
でお伺いしました。皆様
にお会いする事を楽しみ
にして参りました。よろ
しくお願いします。

ガバナー公式訪問に脇ガ
バナーと伺いました。本
日は宜しくお願い致しま
す。

昌男君

86 歳の誕生日を祝って
頂き有難うございます。

智久君

8/8 本日 57 歳になりま
した。祝って頂き有難う
ございます。来月は幹細
胞を打って 20 歳若返っ
て来ようと思ってます。

徹君

63 回目の誕生日を祝っ
て頂き、有難うございま
す。本当に１年が早く感
じられます。1 日 1 日を
大切に生きて行きたいで
す。

[会員誕生祝い]

[配偶者誕生祝い]

[配偶者誕生祝い]

[創業記念祝い]

[入会祝い]

築城

市川

戸田

𡈽屋

大垣

忠生君

誕生日を祝って頂きあ
りがとうございます。
食べて、飲んで、笑え
る楽しい 57 歳にしたい
と思います。皆様宜し
くお願いします。

出席報告
会員数

60

正孝君

家内の誕生日のお祝
い、ありがとうござい
ます。しかし家内は次
の節目のお祝いの時ま
で年を取らないと言っ
ていました。

裕士君

先日、群馬県嬬恋村のキ
ャベツ畑の中にある「愛
妻の丘」と言う所に旅行
に行ってきましたが、照
れてしまい愛を叫べませ
んでした。

修君

創立記念を祝って頂き、
有難うございます。製缶
工場の三光管工業所と商
社の八得利（バートリ
ー）ジャパンの二社掛け
持ちで頑張っておりま
す。今後も宜しくお願い
致します。

真一君

もう一年経ちましたか？
入会祝い有難うございま
す。今後も頑張ります。

濵尾ゆかり/出席・プログラム委員長

出席計算に用いた数

59

出席者数

44

出席率

前々回修正出席率

（％）

（％）

74.57

なし

MAKE UP

事前
松下 孝君→ガバナー補佐連絡会議
堂前 慶之君→秦野 RC
外谷 正人君→秦野 RC
吉川 昌男君→伊勢原平成 RC
濵尾ゆかり君→伊勢原平成 RC
𡈽屋 修君→青少年交換委員会

お客様ご挨拶
国際ロータリー第 2780 地区ガバナー

脇

洋一郎様

皆様こんにちは。今年度ガバナーを務めております脇です。どうぞ宜しくお願い致します。
本日は伊勢原クラブさんに公式訪問させて頂きまして、色々なセレモニーを見させていた
だいたんですが、大変和やかなクラブだな、いい雰囲気だなと思いました。今日は久しぶ
りに濱田パストガバナーとお会いしたのですが、私がクラブに入会した 1990 年の 4 月、
濱田パストガバナーのガバナー年度でした。それから 29 年の長い時間が経ちました。
また、遠藤さんとも地区の広報委員会でずっと一緒に活動してまいりました。その節は色
々と教えて頂きましてありがとうございます。松下ガバナー補佐とは長く一緒に地区の委
員会をさせて頂きました。これからもよろしくお願いします。
それでは、国際ロータリーのバリー・ラーシン会長からの「インスピレーションになろう」
をご報告させて頂きます。
私は 1 月 14 日から 21 日までサンディエゴで開催されました 2018 年 RI 国際協議会に参
加してまいりました。到着した日の午後 7 時半から大会本会議が開催されました。ここで、
バリー・ラーシン会長エレクトの公演がございまして、
「インスピレーションになろう」と
言うテーマが発表されました。バリー・ラーシン会長エレクトは、カリブ海のバハマ諸島
の出身で、テーママークは波の模様です。テーマネクタイがオーシャンブルーです。バリ
ーラーシン会長は最初に次のことを仰いました。効果的かつ効率的に奉仕する。意義があ
り持続可能な方法でより多くの人に変化をもたらす。先人達の活動の上に、将来のために
堅固な土台を築く。ロータリーの活動が成長し続け、世界に役に立つようにする。続いて、
ビジョン声明と言うのを発表されました。この声明はロータリーの将来像を示す言葉とし
て大変重要なので、地区内のロータリアンに周知を図るようにしてくださいと言うお話が
ありました。私たちロータリアンは世界で地域社会で、そして自分自身の中で持続可能な変化を産むために人々が手を取り
合って行動する世界を目指しています。これがビジョン声明ですが、この中で「Lasting changeー持続可能な変化ー」が重
要であると言っています。なぜこの変化が必要なのか、それはロータリーの会員数はこの 20 年間ずっと 120 万人程度で低
迷しています。成長しておらず、会員の高齢化が進んでおります。活動を通じて変化をもたらすための知識や意欲を持たな
いクラブがあまりにも多すぎます。ロータリーが世界でどんな活動をしているのか知らず、ロータリーと財団のプログラム
を知らないクラブ、参加方法が分からないクラブもあります。
次に、インスピレーションですが、昨年度の我々の地区で言うと、RI 会長テーマがロータ
リーに変化をもたらす Make a difference と言うテーマでした。そして今年が Be the inspiration と言うテーマです。自分
たちで考えて変化をして行くための何かを始めようという意味合いがあると思います。
次に 2780 地区の地区方針を簡単にご説明いたします。1〜6 までございます。
1 番目が奉仕の実践です。クラブ独自に、またはロータリー財団の地区補助金、グローバル補助金を活用して、地域社会・国
際社会青少年のために奉仕活動を実践しましょう。
2 番目といたしまして、
・RI 戦略計画の推進／クラブのサポートと強化が重要です。
・クラブのサポートと強化／クラブの若い力を増強して奉仕する力を高め、クラブレベルを超えた指導者を育成しましょう。
・人道的奉仕の重点活動化／ポリオ撲滅です。日本の地域社会ではポリオウイルスは今はありませんが、世界にはまだまだ
悲惨な例があるので無くしましょう。
・つめに公共イメージと認知度の向上／公共イメージをアップしてロータリーの認知度を皆さんに知ってもらいましょう。
3 番目が会員増強、会員維持です。50 名以上のクラブは純増 3 名お願いしたいと思います。
4 番目が寄付のお願いです。ロータリー財団、奉仕への資金源として年次寄付が１名 200 ドル以上、高級基金が 1 クラブ１
名 1000 ドル以上、ポリオ撲滅基金が 1 名 40 ドル以上という目標を立ててお願いをしております。米山奨学会への寄付目
標は一人 2 万円以上お願いしております。
5 番目が、ロータリークラブを対象とするロータリー賞へのチャレンジです。
6 番目がマイロータリーの登録率の向上です。
特にこのクラブでは東さんがマイロータリー普及委員として活躍されてますので、彼に色々聞いていただいて、
これからどんどん普及していっていただければ、みなさんの活動も豊かになると思います。
以上、報告とさせていただきます。

