2019-2020 年度

第 2617 回例会
令和元年 10 月 2 日（水）晴れ

RI 会長／マーク・ダニエル・マローニー
地区ガバナー／杉岡 芳樹（相模原 RC）
会長／東井 重和
幹事／𡈽屋 修
会報委員長／大澤 守門

会長あいさつ

点鐘

東井 重和会長

ロータリーソング

君が代・奉仕の理想
四つのテスト 熊谷勝利会員

司会進行

築城 忠生 会長エレクト

お客様

杉岡 芳樹様／第 2780 地区ガバナー
相模原 RC
秋山 純夫様／第 7G ガバナー補佐
秦野 RC
佐藤 達也様／第 7G グループ幹事
秦野 RC

2019-2020 年度／東井 重和会長
本日は、今年度の節目でもあるガバナー訪問で
す。ガバナー補佐訪問や炉辺会合等で以前からク
ラブ内での問題点や継続事業の検証を進めてまい
りましたが、本日杉岡ガバナーとのお話合いの時
間がございますので、大いに議論していただけれ
ばと思います。
９月 29 日と 30 日にゴルフ同好会で飯田さんの
ご便宜で軽井沢へ行ってまいりました。
現在進行中の、伊勢崎 RC 星野会長はじめ２日目
は７人のゲストを含め合計 23 名で親交を深めて
まいりました。やはりスポーツには、親睦の根幹
の一部が間違いなく入っており非常に和やかなム
ードの中執り行えわれおなごり惜しく帰ってまい
りました。ゴルフ同好会の天野幹事・貝原幹事の
楽しく的確な采配により大変有意義で次につなが
る大会となりました。ご参加の皆様ありがとうご
ざいました。また、今回はゴルフ同好会の会員の
参加となりましたが場所も素晴らしいところで、
ほかの会員の皆様とも何か企画があれば、ご一緒
に一泊旅行もいいかなと感じさせていただきまし
た。
そして本日は、大変うれしいい今年度お一人目の
新会員和田さんの入会式がございます。既に皆様
とは親交を深めており、和田さんのお人柄の良さ
を既に皆様感じられておるのではないかなとおも
います。和田さん一緒にロータリーライフを楽し
みましょう。
本日、築城会員委員長より米山・財団の中間報告
がございます。引き続き会員増強を含め皆様のご
協力お願いいたします。

今後の予定
・10/6 [第 2618 回] 3RC 道灌まつりキャンペーン・合同例会
・10/9 [第 2618 回] 3RC 道灌まつり振替休会
・10/16 [第 2619 回] 卓話：米山学友
・10/19(土) [第 2620 回] 地区大会：ホテルセンチュリー相模大野
・10/20(日) [第 2620 回] 地区大会：相模女子グリーンホール
・10/23 [第 2620 回] 地区大会振替休会
・10/6
[第 2618 回] 3RC 道灌まつりキャンペーン・合同例会
幹事報告
・10/9 [第 2618 回] 3RC 道灌まつり振替休会
・10/16 [第 2619 回] 卓話：米山学友
★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＝108 円

表彰式
財団寄付

メジャードナー1／飯田 隆三君

ベネファクター／東井 重和君

入会式
和田 毅君
推 薦 者
勤 務 先
役
職
生年月日

堀口雅巳君・細野圭司君
株式会社 ブレイス
代表取締役
1957 年 11 月 7 日

片町で、自宅兼事務所を構えておりまして、美容商材・健康食品を製造し、エステサロン・美容室・歯科医院・スポーツ
ジムなどに、卸をさせていただいております。これからロータリークラブに少しでも貢献できればと思っております。

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／濱田勝彌君／大谷聰君／松下孝君
飯田隆三君／小泉隆一郎君／井戸川秀治君／堂前慶之君／市川正孝君／東学君／外谷正人君
細野圭司君／礒﨑貴史君／田村貴寿君／加藤桂君／天野耕一郎君／間壁みみ君／濵尾ゆかり君
[お客様]

[お客様]

[結婚記念祝い]

杉岡芳樹様

秋山純夫様・佐藤達也様

小山博正君

本日は、よろしくお願いいたし
します。

先日のガバナー補佐訪問、ありがとうご
ざいました。本日はよろしくお願いいた
します。

結婚記念日を祝っていただき、ありが
とうございます。
丸 14 年が過ぎましたが、今日も生き
ています。ありがとうございます。

[結婚記念祝い]

[入会記念祝い]

[創立記念祝い]

[創立記念祝い]

大澤守門君

大垣真一君

荒巻哲朗君

熊谷勝利君

結婚記念日を祝っていただき、
ありがとうございます。今年は
道灌まつりの日なので、日ごろ
の感謝をこめて、ぶどうアメを
ごちそうしようと思います。

入会記念日を祝っていただき、
ありがとうございます。今後も
頑張ります。

創立記念日を祝っていただき、
ありがとうございます。39 期目
に入りました。これからも細く
長く続いたらいいなと思ってい
ます。

創 立 記念 日を 祝 って いた だ
き、ありがとうございます。
和田さん入会おめでとうござ
います。よろしくお願いいた
します。

秋山 哲也／ 出席・プログラム委員長

出席報告
会員数

出席計算に用いた数

出席者数

出席率(％)

前々回修正出席率(％)

58

55

32

58.18

なし

MAKE UP
萩原庸嘉君→伊勢原平成 RC

委員会報告
＜築城 忠生/会員委員会統括委員長＞
[財団・米山寄付報告]
10 月 2 日現在 財団寄付／7,043 ドル 約 60％ 皆様に寄付をご協力いただきました。
米山寄付／普通寄付 145,000 円 個人寄付お預かり 210,000 円 約 30％ 皆様に寄付をご協力いただきました。

ガバナー公式訪問

杉岡 芳樹様／第 2780 地区 ガバナー(相模原 RC)
本日の卓話は大きく４つのテーマに分けてお話しさせていただきます。2019-20 年度 RI 会長テーマ、方針、
ロータリーのビジョン声明、新しいロータリーの戦略、今年の 2780 地区の地区方針の４つです。
1． 本年度の RI 会長の方針、テーマ
今年のテーマは「ロータリーは世界を繋ぐ」です。奉仕と平和の精神の元、世界中の人が繋がることがで
き、目標に向かって意義のある行動を起こすことができるのがロータリーです。ロータリーを通じて私た
ちは繋がります。ロータリーは、ロータリーが無ければ出会わなかった人々、職業上の機会、私たちの支
援を必要とする人たちの繋がりをもたらしてくれます。
4 つの強調事項：1 ロータリーを成長させること。会員増強が最優先事項です。
2 家族の重要性 ロータリーの仕事と家族との時間が競合しないようにする。
3 内部組織の改革 忙しい職業人もリーダーを果たせるように、必要であれば内部組織
を変えることもいとわない文化を作っていく。
4 国連とのパートナーシップ
2. ビジョン声明
私達は世界で地域社会で自分自身の中で持続可能な良い変化を生むために、人々が手を取り合って行動す
る世界を目指しています。
これは、アンケート調査やフォーカスグループ座談会等を通じて世界全体で 100 万人を超える人たちに
意見を伺ってできたビジョンです。
3. 戦略計画
2007 年から既に始まっています。戦略計画は変わってきていますが、中核的価値観は不変です。親睦、
高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ、このロータリーを定義付ける５つの価値観に根ざして、戦略計画は
あります。この５つの価値観はロータリアンとして持たなければならない資質です。
さらに多くの人々の結束を促し、活動のインパクトを高め、世界に変化をもたらして行くための新たなビ
ジョンの実現に向けて行動を起こさなければなりません。国際ロータリーとロータリー財団のビジョンを達成
するため、今後５年間の活動を方向付ける４つの優先事項が定められました。ただし、この戦略計画はクラブ
と地区のレベルにも当てはまります。各クラブでもクラブ計画を立てる際には、これらの優先事項と概念を考
慮することが推奨されています。
4. 地区方針： １ より大きなインパクトをもたらす。
2 参加者の基盤を広げる。多様性を持った会員を増やす。
3 参加者の積極的な関わりを促す。
4 適応力を高める。
以上が４つの重点事項です。この新しい戦略計画については、改めて確認頂き、クラブの事業に使って下さい。
今年度の年次目標 優先事項 １人々が手を取り合うのを促す。
2 行動する
3 内部運営的な事項
ロータリー賞に関係しますので、是非ロータリー賞にチャレンジして下さい。

