2019-2020 年度

第 2615 回例会
令和元年 9 月 18 日（水）雨

RI 会長／マーク・ダニエル・マローニー
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秋山 純夫様／ 第 7G ガバナー補佐
秦野 RC

外谷 正人会員

今後の予定
2019-2020 年度／東井 重和会長
本日は大変悲しいお知らせからお話いたします。
第 45 代会長を務められました、多田政弘会員が
お亡くなりになりました。詳しいことはまだ、ご
報告できませんが、謹んでご冥福お祈りします。
皆さん、前週の炉辺会合では大勢の会員に参加し
ていただき、ありがとうございました。延べ人数
60 名、会員参加炉辺会合だけで申し上げますと
52 名の参加でした。約 90％の参加でした。あり
がとうございました。中でも、11 日の水曜日に
葉月さんと加藤りゅうたさんの参加があり会員増
強にもつながった例会でした。まだ、会議内容は
詰めておりませんが会員お一人お一人から忌憚の
ない意見がうかがえたと存じております。その中
から精査させていただき、実行できるものは今年
度中からでも切っ掛けを作っていきたいと存じて
おります。私個人的には一番行いたい例会でした
ので、賛否あるとは思いますが各リーダーの皆様
含めご協力ありがとうございました。
また、９月 11 日には伊勢崎ロータリークラブへ
会長・幹事田中友好クラブ副委員長と飯田さん、
松下さんと訪問へ行ってまいりました。これは、
以前からお話しております友好クラブ締結の一環
で行ってまいりました。伊勢崎クラブは今年度ガ
バナーを輩出しており大変お忙しい年度にも関わ
らず、会長・幹事はじめ地区の執行部の方々にも
ご対応いただきました。まだ、今後の正式なご報
告はできませんが、比較的早いスピードで事は進
んでいくのではと思っております。こちらの件も
引き続きご協力お願いいたします。
本日はガバナー補佐訪問となっております。クラ
ブ協議会で各奉仕活動の報告をさせて頂きます。
委員長の皆様宜しくお願いいたします。
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[第 2616 回] 卓話：外谷正人君/理事会開催日
[第 2617 回] ガバナー公式訪問
[第 2618 回] 3RC 道灌まつりキャンペーン・合同例会
[第 2618 回] 3RC 道灌まつり振替休会
[第 2619 回] 卓話：米山学友

幹事報告
★ガバナー事務所より
・Facebook・YouTube 配信のご報告とご協力のお願いが配信されております。
【Facebook ページ】
「国際ロータリー第 2780 地区」
【YouTube】
チャンネル名 「第 2780 地区公共イメージ委員会」
番組名
「2780 Now」
配信予定は 9 月 18 日 16：45 からです。
・
「職業奉仕月間」卓話者派遣について (ご案内)が配信されております。
卓話者派遣に関する返信期日：11 月 10 日(日)
・2020-21 実施年度向け 第 1 回地区補助金説明会のご案内が配信されております。
日時
：10 月 26 日（土）13：00 ～ 15：０0
場所
：第一相澤ビル 3 階 会議室
返信期日：10 月 18 日（金）
・第 54 回 神奈川県ロータリアン親睦テニス会（上野杯）のご案内が届いております。
日時
：11 月 12 日（火）9：30 集合
会場
：湘南ローンテニスクラブ
パーティー会場：MOKICHI
参加料
：ロータリアン 7,000 円
家族・ゲスト 5,000 円
片方のみ参加の場合：ロータリアン 4,000 円
家族・ゲスト 3,000 円
・ロータリー米山記念奨学会よりハイライトよねやま vol.234 が配信されております。
★例会変更のお知らせ
・秦野 RC より
9 月 24 日 (火) → 休会
10 月 1 日 (火) → 夜間例会 点鐘 18：30
於:秦野商工会議所４階
10 月 8 日 (火) → 夜間移動例会 点鐘 18:00
於：奥津国道美術館
10 月 15 日(火) → 10 月 20 日(日)地区大会に振替
10 月 22 日(火) → 休日休会
・秦野中 RC より
10 月 18 日（金）→ 10 月 20 日（日）地区大会に振替
10 月 25 日（金）→ 移動例会 点鐘：12：30 場所：北京館
★伊勢原観光道灌まつり実行委員会より
第 52 回伊勢原観光道灌まつり第 2 回実行委員会資料が送付されております。
★社会福祉法人神奈川県共同募金会より
“赤い羽根” 共同募金への協力のお願いが届いております。
★社会福祉法人社会福祉協議会より
令和元年度伊勢原市社会福祉協議会会員加入についてのお願いが届いております。

スマイル報告

濵尾 ゆかり／スマイル委員長

東井重和君／𡈽屋修君／築城忠生君／田中徹君／荒巻哲朗君
小泉隆一郎君／井戸川秀治君／外谷正人君／村山恵子君／濵尾ゆかり君
[お客様]

秋山純夫様
本日は、よろしくお願いします。

[会員誕生祝い]

[会員誕生祝い]

山口知英君

外谷正人君

残念ったら、また一年歳を取りました。昨日
次男から、ジョニーウォーカー15 年物のグ
リーンラベルをもらいました。又訳ありで、
ユニセフに、33,190 円送金しました。

誕生日を祝っていただきありがとうございます。今年の
誕生日は、アルゼンチンにて、現地ノレストランで全員
で誕生ソングを歌っていただきました。思い出に残る誕
生日になりました。

[結婚記念祝い]

[入会記念祝い]

[創立記念祝い]

礒﨑貴史君

遠山久恵君

田村貴寿君

結婚 26 年になりました。憧れの
萩原先輩と一緒に祝っていただ
けるとは光栄です。

本日 18 日が創立記念日で、52 年目に入りました。来月
より、パッケージプラザ渋沢店を運営します。そのうち
宣伝しますので、よろしくお願いします。

秋山 哲也／ 出席・プログラム委員長

出席報告
会員数

入会して２年が経ちました。まだ異動はな
さそうですので、もうしばらくよろしくお
願いします。

出席計算に用いた数

出席者数

出席率(％)

前々回修正出席率(％)

MAKE UP
𡈽屋

58

55

32

58.18

なし

修君→青少年交換委員会・帰国報
告会解団式
萩原庸嘉君→伊勢原平成 RC
伊勢崎 RC
東井君・𡈽屋君・飯田(隆)君・松下君・田中君

委員会報告
＜田中 徹/友好クラブ副委員長＞
[伊勢崎 RC 訪問]
9 月 11 日伊勢崎 RC を訪問して参りました。かねてから、友好クラブ締結という話が進んでおりましたところ、11 月 6
日（水）伊勢崎市内にて調印式ということに話がまとまりました。7 日(木)親睦ゴルフコンペも行われます。皆様ご参加よ
ろしくお願いいたします。尚、お披露目式は来年おこなうことになりました。
＜外谷正人/ロータリー財団委員長＞
[財団寄付]
本日も 5 口財団寄付がございました。ありがとうございました。
＜貝原剛規君/ゴルフ同好会幹事＞
[第 1 回ゴルフコンペ]
9 月 23 日(月) 伊勢原カントリークラブ 8:30 集合 9:00 スタート よろしくお願いいたします。
＜天野耕一郎君/ゴルフ同好会幹事＞
[第 1 回 伊勢崎 RC-伊勢原 RC 親睦ゴルフコンペ]
9 月 29 日(日)・30 日(月) 太平洋クラブ軽井沢リゾート
皆様には、メール配信させていただきました。よろしくお願いいたします。
＜田村貴寿君/会員増強・維持・分類委員長＞
[PR シート]
本日お配りした PR シート中に、薬物乱用キャンペーンが 2 つ入っておりました。誠に申し訳ございませんが、ご了承く
ださい。

ガバナー補佐訪問
秋山 純夫様／第 2780 地区 第７グループ ガバナー補佐
本年度ガバナー補佐を務めさせて頂きます秋山です。宜しくお願いします。
ガバナーからは、各クラブの現状や問題点が知りたいと言われていますので、今回クラブ協議会を開いていただ
くことになりました。
今 RI はダイバーシティ、多様性の旗印の下、ドラスティックに様々な変革を遂げております。月の例会数だった
り、メイクアップが 1 年の猶予があったり、面食らうような定款があげられておりますが、今ロータリーには変
革が求められています。今まで４クラブを回った中でも、それぞれの会長が異口同音にクラブを変えたい、変革
をしたいと仰います。もちろん皆さんが今の自分のクラブを良くしたいと思ってあおってるのですが、その実は
会員数の減少によって変わらざるを得ないというのが本音だと思います。クラブ存続の鍵は会員増強にあると言
っても過言ではないと思います。私のクラブの例ですが、ここ数年で若い方が何人か入られました。その中の一
人がとても前向きな方で明るくて何でも役を引き受けてくださいます。私が秦野クラブに入会した当時は、ベテ
ランの方ばかりでしょっ中例会で怒られていました。厳粛な雰囲気でした。しかしそのような若い方が入ると今
は例会も和気あいあいとやっています。新会員が入るとクラブは確実に変わります。ただ、その変化がいい方向
か悪い方向かは、また話が違います。そこで必要なのは新会員に対する教育やセミナーだと思います。せっかく
入会しても早期退会に追い込まれる場合があるので、セミナーを通じて新会員に一日も早くロータリーを理解し
て頂いて、皆さんに馴染んでもらうことが必要だと思っています。本年度は恒例のガバナー補佐杯のゴルフを中
止し、新会員セミナーを催そうと思っております。クラブレベルを超えたセミナーとなりますよう企画をしてお
ります。セミナー終了後は懇親会も開催します。これは全会員が対象ですので、ふるってご参加ください。加え
て IM は 3/8 開催に決定しました。これに先立ち、10/3 には第一回 IM 実行委員会を開催し、委員の皆様と詳細
を詰めさせて頂きます。今回は一般公開の公演とさせて頂き、講師は森永卓郎氏を予定しております。IM 実行委
員会の委員の方、宜しくお願いします。
それでは、私の自己紹介をさせていただきます。1997 年入会、2010-2011 年度に秦野 RC の創立 50 周年時の
会長を務めました。着々と記念式典の準備が進む中、東日本大震災に見舞われました。大変残念でしたが、記念
式典は即刻中止とし、50 周年の予算 750 万円にメンバーの寄付を加えて 1000 万円の寄付をいち早く被災地に
お届けしました。計画停電等がある中、自分たちの心配もあったかと思いますが、それを顧みず寄付をして頂い
たロータリアンの人情や素晴らしさを実感しました。その時の恩返しのような形でロータリー活動をしておりま
す。その後 2016-2017 年度に地区幹事を務めました。これからも皆様のご協力を頂いて、第７G の発展に尽力
したいと思いますので、宜しくお願いします。
ガバナー挨拶ビデオ

