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◆

会 長 挨 拶

◆

7 月 6 日、神田中学校へ行き、美術部の生徒約 30 人
と絵手紙交換会の概要説明に行ってきました。当クラ
ブから吉川・平野・曽根・長谷川と私の 5 人で行き、
スライド等を含め、2 時から 45 分間、ネパールのヒマ
ラヤンアカデミー学校のお話をしてきました。
今回の交換行事は、美術部が中心となり行うと言う事
で、8 月末迄に約 30 枚程度の絵手紙を描いてもらう
事になりました。文章は英語で書く、そして絵は、例
えばアニメとか風景画、特に指定はしないと言う事で
す。作品は 11 月に行くときに携行し、ヒマラヤンア
カデミーにもそのことを伝えておき、同時に持ち帰っ
てくるという算段で行います。今回の活動は一般の
人々、特に中学生にロータリー活動を広報する事と、
日本とネパールとの友好親善活動に貢献することに
資すると思います。
14 日に地区財団セミナーが行われます。3 月に新地区
補助金の申請をしましたが、時間切れで出来なかった
ので今年こそ着実に申請するつもりで 11 月には現地
ネパールへ再度行ってくるつもりです。

◆

各委員長活動方針発表

◆

会員組織委員会 関口委員長
成田会長は純増 2 名、特に女性会員の確保と言う事
です。まずは、女性会員を確保したいと思います。お
誘いは会員さんの情報が頼りです。宜しくお願いしま
す。今後は同伴例会を 5 回、プログラムに組んでいま
す。興味のある卓話者のお話を聞きに、知人・友人・
その他多くの人にお声がけ、例会場に来ていただき、
準会員の勧誘のきっかけにしたいと思います。準会員
ですが、現在１名ですが、会員を多く集め準会員組織
を強化しクラブ例会・行事に参加するような雰囲気が
造れたらいいと思います。また、卓話の時に特技・趣
味のお話をし・同好会を造り、お互いに知り合い・結
束をかためてください。ゴルフは盛んです。水泳・マ
ージャン・釣り・グルメ会何か検討しようではありま
せんか。これらは親睦をはかり退会防止にもなります。
以上クラブ内での各委員会と連絡を密に組織をまと
め成田会長の強いリーダーシップのもと楽しく・仲良
くやっていきたいと思います。

クラブ管理運営委員会 伊藤委員長
今年の国際ロータリーのテーマは、
「インスピレー
ションになろう」です。インスピレーションとは、
｢直感からのひらめき・瞬間的に浮かぶ思いつき｣の
ことです。
ロータリーの奉仕は世界や地域で皆と手を取り合
って行動するものですが、これは持続可能なもので
なければなりません。活動に変化を加え継続して行
えるよう会員一人一人のインスピレーションを大切
にしていきます。
会員のインスピレーションは、例会や情報集会、
家族親睦活動等で収集し有効に活用します。また、
そのためには会員の興味のわく内容の例会を行い楽
しい内容の行事を考えて出席したくなるような企画
を考えます。
理事・役員の皆さんと手を組んでがんばってまいり
ます。

国際奉仕小委員会 曽根小委員長
・2003 年に建てたネパールのヒマラヤンアカデミ
ーへ行き、250 名の生徒に会い、パソコンを取り
入れた授業の調査に行く。
・姉妹クラブの韓国西清州ロータリークラブとの提
携が 12 月で 30 周年になるので一緒に記念セレ
モニーを行う。
・世界大会がドイツのフランクフルトで行われるの
で多数で参加したい。セッションに参加し世界の
ロータリアンと交流したい。

クラブ研修リーダー 山田会員

青少年・職業・社会奉仕小委員会
久保田小委員長
方針は委員長が述べたと思いますので、実際の活動
としまして少年野球大会の後援(くすのき杯・北部リー
グ)をします。また、少年サッカー大会への参加を予定
していますので是非ご参加ください。また今年度は、
新たな社会奉仕の知識を得るため国際奉仕とコラボ
レーション活動で、米山奨学生：トゥメン・ノミンさ
んにモンゴルから見た日本の青少年などのタイトル
で、卓話をお願いしたいと思います。
私事ですが、山田年度の時に平塚市障がい者の代表
の方々に卓話をしていただき、その団体が平塚市役所
の入口でパンを販売していました。卓話を聞き感動し、
その時から、市役所に所用で行くときには必ずパンを
購入しています。これも社会奉仕ですかね。

活動方針としては次の通りです。
クラブ研修リーダーの役割の第 1 は、優れたリーダ
ーシップを発揮できる人材を育てることだといわれ
ています。
会長をはじめ各委員会と協力しながら、クラブの未
来を担うリーダーを育てるために、RI が用意したリソ
ース等を活用しながら、研修プログラムを作成する予
定です。
 クラブリーダーおよび新会員に対する研修で
は、ロータリー財団（補助金管理を含む）や米
山奨学金、会員増強、奉仕活動（社会・国際・
青少年・職業）、公共イメージ等について、クラ
ブ内の各委員会と協議しながら、会員皆様が更
に理解を深め実践に役立てることを目指しま
す。
 地区大会や各種セミナーへの積極的参加の啓
蒙活動を行い、地区内ロータリアンと友情と協
力の輪を広げ、感動的な講演を聴くことや、重
要なトピックについて話しあうなど、自己啓発
による学びの機会を増やすことに注力つもり
です。
 時代の変化、内外の環境変化を意識し、前例踏

襲から脱皮します。

 当面の課題および将来への準備のための情報



提供や様々な研修プランをクラブ長期計画に
沿う形で提案していきます。
限られた資源「人員・時間・予算」の中ではあ
りますが、やっておかなければならない課題に
取り組むために、会長をはじめ各理事と協力し、
「取捨、軽重、緩急」のメリハリをつけて実行
したいと思います。

以上ですが、当委員会は一人委員会ですので是非と
も、皆さまのご協力をお願いします。

会員増強小委員会 小玉小委員長
方針
クラブを維持するには会員がいなければ成り立
ちません。そして少しでも多くの会員が必要で
あり、会員の増強が必須です。
活動
・友人や知り合いに声をかけ、例会や活動に参
加してもらい入会をうながす。
・情報集会の各班ごとで候補者をリストアップ
し、入会をうながす。
・女性会員候補者を募る。

会場監督

SAA

西村会員

魅力あるクラブを目指して、毎回の例会が楽し
かったと思えるように例会の運営を、努力しま
す。
1. 品位と秩序を重んじながらも、例会での服装
は、年間を通してネクタイの着用は、自由とい
たします。
2. 但し、ロータリーバッジは、着用お願いし ま
す。
3. 今年度も、クールビズ期間は行いますが、その
場合も、目に付く所にバッジの着用をお願いし
ます。
4. 例会をやむを得ず欠席される方は、前もって事
務局まで連絡を、お願いします。
活動
1. 前年度と同様に、例会前のコーヒーを用意致し
ます。
（現在は赤字会計ですので、解消に向け
て、紅茶や、ドリンクメニューを考えていきま
す）
2. 来賓、ビジターに対するおもてなしを、親睦委
員会と協力していきます。
3. 卓話をより充実出来る様に、卓話者が話しやす
い様に、私語を慎み、携帯の禁止など、会員の
マナー向上をお願いします。

公共イメージ・スマイル・出席小委員会
小泉小委員長
方針
楽しいクラブ・活力あるクラブづくりに向けて、
楽しい例会がいつも開催される様にスマイルを
運用する。また、内外に向けた広報活動に取り組
みたいと思います。
活動
１、ユーモアのあふれるスマイルで例会が、より楽
しい雰囲気になるように努める。
２、なるべく欠席が続かないように、会員のフォロ
ーに努める。
３、会員増強に向けて、クラブ案内リーフレットや
ロータリーの友などのツールを活用する。
４、奉仕活動をホームページに取り上げ、地元メデ
ィアへのリリースにより、公共イメージと認知
度の向上に努める。

◆

ゲ ス ト ◆

親睦活動小委員会 片倉小委員長
今年度も例年通り、秋の家族親睦旅行、クリスマス
会、納会があります。その一つ一つに会員家族の沢山
の楽しい笑顔を引き出せるかが、私たち親睦委員会の
役割と思っています。また韓国姉妹クラブ西清州 RC
との親睦を深め、深い交流を持続するように努めます。

米山奨学生

◆

長谷川副幹事
本年度の例会プログラムは会員目標にある『ロータ
リーの例会は学びの場であり緊張感のある楽しい場』
と言う場面をたくさん創出できるよう設営できたら
と考えております。とはいえ、人間どうしても自分の
得意分野の話が偏りがちで、私もその傾向が大変に強
く出るものですから、ともすれば皆さんには全く興味
がない話の卓話者を招聘する場合があったりするか
もしれませんが、毎月 3 回の各 1 時間ができるだけ楽
しい時間になりますよう、プログラムを考えていきた
いと思っております。
まだ、年度後半にかけては内容未定というところも
ございますので、卓話者のご紹介などもよろしくお願
い致します。また、会員卓話で個別にお声もかけさせ
て頂いておりますが、該当者の皆様は後日宜しくお願
い致します。

◆

幹 事

報

告

◆

●第 2780 地区より●
＊10 月米山月間卓話依頼についてのお知らせ
＊11 月財団月間
〃
〃
●米山奨学会より●
＊米山奨学生カウンセラーアンケート ご協力の
お願い

トゥメン・ノミンさん

ス マ イ ル

◆

◆清水雅広様(平塚 RC)◆
昨年度は常盤 AG 共々、大変お世話になりました。
今年度も何故か IM 実行委員長を拝命しております。
正式なご挨拶は改めますが、皆様何卒宜しくお願い
致します。
◆成田会長◆
本日はクラブ協議会です。各担当の委員長さん宜しく
お願いします。
先日の西日本豪雨は大きな災害をもたらしました。
AMDA も 6 日より早速活動しているメールが入って
来ました。
◆山田会員◆
誕生祝の菊池さん、結婚祝の阿川さんおめでとうご
ざいます。
来週からちびっこギャングの孫たちがフランスから
来ます。来月には大阪からも参集、大変な賑わいにな
りそうです。
◆齋藤会員◆
5 月の誕生日以降、通常例会に帝国までに着けなか
ったため、スマイルが遅れてしまいました。
また、結婚祝いもありがとうございました。
◆平野会員・吉川会員・小玉会員・久保田会員・栁川
修会員・曽根会員・縄島会員・関口会員・片倉会員・
小泉会員・伊藤会員・佐々木会員・小網会員・柳川
(克)会員・長谷川会員・◆
各委員長の皆様、活動方針の発表宜しくお願い申し
上げます。
ゲスト・ビジターの皆様ようこそお越しくださいま
した。

◆

次 回 例 会

◆

7 月 25 日（水）
クラブフォーラム①
「当年度の奉仕活動について」

