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幹 事 芹 川 直 行
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委員長 加 藤 文 幸
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◇ 例会日 毎 週 木曜日１２ 時３０ 分点鐘

◇ 例会場 三浦商工会議 ３ 階 ホール

◇ 例会場所＆事務所住所
〒238-0243三浦市三崎2丁目22番16号

◇ Tel 046(881)5111 * Fax 046(881)3346

◇ Website * http://www.miura-rc.jp

◇ 点 鐘 １２時３０分

◇ 国歌斉唱

◇ ロータリーソング『奉仕の理想』

◇ 四つのテスト唱和

◇ ゲスト・ビジター紹介

第２７８０地区ガバナー 小佐野圭三 様

第一グループガバナー補佐 渡辺 治夫 様

◇ 鈴木正孝会長

皆様こんにちは。小佐野ガバナー

ようこそ三浦クラブにお出で頂き

ありがとうございます。また渡辺

ガバナー補佐、先週に引き続きま

してありがとうございます。本日

は宜しくお願い致します。

まずは大変残念なご報告があります。当クラブの名

誉会員である長谷川治男さんが先週１１月８日の木曜

日にお亡くなりになりました。長谷川さんは長年にわ

たり三浦ＲＣの会員としてご活躍されておりました。

三浦クラブの継続事業である「芋掘り」に関しては、

ご自身の畑を事業開始から今日まで長年お貸し頂き、

また現場でも芋の苗植えから収穫までの間、丁寧に会

員に指導して下さいました。ここ数年は体調を崩され

ておりましたが、ご挨拶に伺った時などいつも畑や芋

の状態を心配して下さっておりました。今日までの長

谷川さんのお力添えが無ければここまでの代表的な事

業にはなり得なかったと思います。それに関しては三

浦の会員皆が思っておることです。改めて長谷川さん

に感謝申し上げます。そしてご冥福をお祈りいたしま

す。

さて本日はガバナー公式訪問です。先週の渡辺ガバ

ナー補佐のお話で、小佐野ガバナーのお人柄を知る事

が出来ました。面倒見がよくプラス志向、お酒を飲ま

ないのに付き合いが良いなど私と正反対で素晴らしい

方だと言う事がわかりました。今、三浦特に下町に元

気がありません。三浦クラブも会員拡大が伸び悩んで

おります。私の本業の歯科業界もますます右肩下がり

で今後もさらに悪くなっていきます。そんなこともあ

り私のマイナス志向が強くなっております。今日の小

佐野ガバナーのお話を聴いて、三浦クラブの皆様がもっ
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と元気になり、私のマイナス志向がプラスに転じれば

と思っています。今日のお話楽しみにしております。

宜しくお願い致します。

◇ 芹川直行幹事

※ガバナー月信

※週報 横須賀北・横須賀西・

鎌倉中央ロータリークラブ

※ＪＩＣＡ

◇ 岩野 整委員長

会員総数３１名 本日出席１６名

本日欠席１２名 出席率５７．１

ＭＡＫＥ ＵＰ

鈴木正孝会員、芹川会員、秋本会

員、星野雄会員、菊池恵会員、本山

会員により、出席率は７８，５ ％

となります。

◇ 川﨑 昇会員

川﨑 昇 4,000円 ガバナー公式訪

問よろしくお願いします。結婚記念

日お祝いのお礼。先週欠席のお詫び。

菊池正明 6,000円 お誕生日お祝い・

結婚記念日お祝いのお礼。前回欠席

のお詫び。

菊池 恵 2,000円 たびたびの欠席申し訳ございま

せん。本日のガバナー公式訪問宜しく御指導下さい。

笠倉正弘 1,000円 小佐野ガバナーようこそ。

秋本清道 1,000円 ガバナーご苦労さまです。本日

よろしくお願いします。

鈴木康仁 4,000円 結婚記念日お祝いありがとうご

ざいます。前回欠席のお詫び。ガバナー公式訪問御苦

労様です。

星野 雄 1,000円 小佐野ガバナー、渡辺ガバナー

補佐ようこそ三浦クラブへ。御指導宜しくお願い致し

ます。

高木 巌 2,000円 小佐野ガバナー、渡辺ガバナー

補佐ようこそ。前回欠席のお詫び。

吉田重穂 3,000円 小佐野ガバナーようこそ。渡辺

補佐度々出席有難うございます。欠席のお詫び

芹川直行 3,000円 小佐野ガバナーようこそ。本日

はよろしくお願いいたします。

鈴木正孝 3,000円 小佐野ガバナー、渡辺ガバナー

補佐、本日は宜しくお願い致します。

笠倉正弘 1,000円 財団BOX

秋本清道 1,000円 財団BOX

芹川直行 1,000円 財団BOX

鈴木正孝 1,000円 財団BOX

菊池 恵 1,000円 ポリオ撲滅BOX

秋本清道 1,000円 ポリオ撲滅BOX

菊池 恵 2,000円 米山財団BOX

笠倉正弘 1,000円 米山財団BOX

秋本清道 1,000円 米山財団BOX

芹川直行 1,000円 米山財団BOX

鈴木正孝 1,000円 米山財団BOX

本 日 前回迄 累 計

ニコニコ 30,000円 203,000円 233,000円

財 団 4,000円 48,000円 52,000円

ポ リ オ 2,000円 20,000円 22,000円

米 山 6,000円 43,000円 49,000円

周 年 0円 10,000円 10,000円

計 42,000円 324,000円 366,000円

◇ 鈴木康仁社会奉仕委員長

◇ 小佐野ガバナー

みなさんこんにちは

今、川崎会員のニコニコの

発表を聞いて３年前文句を

言われたのを思い出しまし

た。それは私にではなく規

定審議会に案件を出したが、

可否の返事が無いというも

ので、調べましたところ結

果的に取り上げられなかっ

たという返事をさせて頂い

たことです。鈴木会員のア

カザの杖もガバナー補佐としてお伺いした時に頂いた

のですが、私はまだ使う気は無く、知り合いの１００

歳のおばあちゃんが広島に居り、送らせて頂いたとこ

ろ、軽いという事でとても喜ばれております。３年たっ

た今も使っていらっしゃると確信しています。当時や

はり２本頂いて１本残っていますので、この地区でご

利用される方があれば差上げたいと思っています。私

はあと２０年くらい経ったら使うかもしれませんので、

その時こちらにお邪魔する機会があればと思います。

今日ここに出席させて頂き、たくさんの方のお顔が懐

かしく感じます。公式訪問ではクラブ協議会をするこ

とになっていますが、この地区では２００２年からDL

P（地区リーダーシッププラン）をしなくてはならな

いという事になっています。このDLPというのは世界

に５３２地区ありますが、その時はガバナー補佐制度

のみが採用され、地区の組織についてはほとんど採用

されなかったのですが、この７月からCLP（クラブ、

リーダーシッププラン）を導入する事を進めるにあた

り、地区の組織がそれと整合性が無いとまずいという

事で地区の組織もかえました。RIの勧める５の大きな

委員会に、この地区は２委員会を加えました。米山奨

学会、財団と同じ並行するスタンス、もうひとつは新

世代育成委員会で合計７の委員会です。各クラブに今
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年度からCLPを導入するようにお願いしています。増強の事

ですが、ロータリーの友の８月号に載っていますが、世界中

の各クラブの会員数が出ています。世界平均は３７名で、日

本は４３名、こちらは３１名なのであと１２名増やして頂く

と平均になります、運営面、財政面、人的、奉仕活動の面に

も、今日ぜひお願いしたいのが増強の笠倉さんだけではなく,

また会長さんだけではなく各会員が推薦して欲しいという事

です。遅くなりましたが、菊地さん、ロシアからの留学生の

ときは有難うございました。日本語についても非常にうまく

なり壮行会の時は素晴らしかったです。本日の公式訪問です

が事前のガバナー補佐がしっかりしてくれましたので私から

は特にこれといってお話はないのですが、今年７月からガバ

ナーという事で、（昨年）７，８、９月で１０キロ体重を減

らしたら「１年持たない」「癌ではないか」という声が聞こ

えてきました。（今年）１，２，３月で５K増やしたら良く

なったと言われました。７月１７日から公式訪問が始まり、

ほとんど毎日です。私の育った年代からして、食事を残して

はいけないということで、医者は残せというのですが、食事

はほとんどお弁当ですから食中毒予防のために、どうしても

油物揚げ物などで、カロリーが高くなりその結果５キロ太っ

て元に戻りました。１０キロ落とすとゴルフでボールは飛び

ません、３０ヤード位落ちます。医者に言わせるとそんなは

ずは無い体はスムーズに動くはずだといいます。体重を落と

すのはお金がかかるなと実感したしだいです。先ほどニコニ

コでポリオに入れていただきました。そのポリオについてで

すが、一番減ったのが２００２年頃で、４カ国で、４００名

台でした、その後ナイジェリアや、アフガニスタンが紛争の

ため投与不能で増加しており、現在７カ国２０００人超えと

なっているのが現状です。財団の補助金の件で三浦RCの恒例

行事の芋掘りに対する件ですが、おととしでしょうか、出て

います、７１クラブありますが、従来は１万ドルでしたが今

年度は２万ドル認められました。１３件のプロジェクトに対

して３１件の応募がありました。以上は財団に関してですが、

米山の話を少しさせていただきます。米山奨学生の宅話の依

頼はしましたか？台湾の台中でRCを３２名の会員で立ち上げ

ました。そのうち８名が米山OBで、初代会長のカウンセラー、

スポンサークラブは当２７８０クラブの相模原中RCです。ま

た２～３年前に台北に出来たすべて米山のOBのRCがあり,日

本語で例会を行っています。また、全面改装された故宮博物

館の館長は米山OB(G)女性の方で、おいでのときはご連絡い

ただければ出来る限り、当人がご案内しますとの事です。平

和フェローシップというのが出来ました。世界中６０人の生

徒を７の大学に紛争解決のための授業を２年間受けさせます。

また現地へ送り出すというのもあります、日本はICU（国際

キリスト教大学）ですがそこへ通える生徒しかスポンサーク

ラブが出来ません、という事で神奈川が２、埼玉が２、千葉

が１、でお世話しています。

◇

【川崎昇会員】８年前、地区大会を１日で行うという案を地

区大会へ提出し採択されたがRIに出されなかったようだ、現

在他の地区では１日で行っている所もある当２７８０地区で

はどうか。地区報告書を見ると、１０００万の剰余金がある

ようだがそれなら人頭割を下げてはどうか、事務所が必要な

ら別に集めたらよい。本会計に前年度繰越金５００万が載っ

ていないのはなぜか、今年度不足が４９０万。地区資金の引

継ぎ内訳書によると、積立金３３００万のうち、事務所固定

化の２３００万積立、残り１０００万は？

【ガバナー】地区大会の件に付いては、１日めは会長幹事の

勉強会、２日めは会員のための会ということでそれを１日で

行うのはたいへんきついと思う。決算の件、積立金の１００

０万は物件がいくらで買えるか解らないという事で。なるべ

く経費をかけないでという事で地区大会を企画会社へ投げず

手弁当で行っている。事務所が固定していないと現とエレク

ト両方の重なる期間があり、その分払わなくてはならない。

他地区では県をまたがっている所もありガバナーが変わるた

びに事務所の移動もある、当地区では、藤沢が１番便利、問

題は法人登記が出来ない、財団をNPO的にすれば登記が可能

かとも。積立金の運用についても元本割れにならないように

気をつけている。１０００万の件は手付かずのままで両方と

も固定化の資金として一箇所に入っています。決算の件です

が、会員がかって３６００名いたものが現在２５００名を切っ

ているという事．仲田年度で会員がプラスとなったので下げ

止まり昨年増えるかと思ったがマイナス６１人となった。こ

れで予算は赤字となる。普通の人頭分担金では４００万近い

赤字。地区大会の９００万プラスで逆に補填したがそれは良

くない、地区大会１万円を下げるか、下げずに内容をメリッ

トあるものにするか。１０００人以上の会員減少があるが事

業は当時より増えている、これからすると人頭分担金を上げ

て、地区大会の人頭分を減らすのがすじ。地区報告書は初め

て見た、これではなく前の書類では見た。予算額が合って決

算額が無いというのはおかしい、書くところの間違いかもし

れない、予算に細かい数字は無いはず、確認して調べさせま

す。

【川崎昇会員】必要な物、新しい事業は、人頭割等にして集

めるべきで、なにか残ったからこれに使おうというように見

える、危機管理の時もそうでした。内容別に分けて財布を一

緒にしないで下さい。

【鈴木会長】CLPについて、今年度から当クラブも始めまし

た。この一年間をかけて固めたらいいと思っています。委員

会数は減ったがする事は変わらない他クラブでの問題と解決

方法について。

【ガバナー】茅ヶ崎湘南ＲＣが１番早い、実際１年実施して

みて、不具合が出ると毎年細則を修正しながら実行している。

一度に変えられないのが現状。クラブごとに細則の変更をし

ながら移ってほしい、地区も同じ、一人の会員が一つの委員

会に所属し活発にする、たとえば３年委員会というのを作っ

て委員、副委員長、委員長という形で、３年でスペシャリス

トになる、これがＣＬＰのねらい。一人の日とが重複しない

ように。今まで決まっていた３年委員会は職業分類、情報、

でしたがこれ以外にもスぺｼｬリストを養成するという事です。

地区も財団委員長を竹内ＰＧにお願いして３年やってもらう

事になっている。いくつもの委員会にかかわらないで一つの

を活発にという事です。

【鈴木会長】今のお話ですが会員の多い所でないとむずかし

いようです、当クラブの拡大の委員長は実情３年目です、会

員の人数が少ないとなかなか順送りと言うわけにも行きませ

ん。

【ガバナー】地区は７の、こちらは３１名ですから１０の委

員会でも３倍ずつと、本来ですと１年ずつ上がっていって順

送りに委員になってもらうようにと思います。
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【笠倉拡大増強委員長】三浦青年会議所のシニア会名

簿を元に横須賀ＲＣの例を出して重点的にアタックし

ているが多少のいきさつが有ってか、ここ１０年ぐら

い入ってない、何か方法はないか。勧誘している候補

者名などを会で公開しているがそれはどうか、以前未

公開のまま勧誘し結果的にうまくなかった例があった

ので。

【ガバナー】先日スポンサーバッジを勧誘者につけに、

葉山RCに行ってわかったのですが、葉山は１７名まで

会員が減ってしまい危機感を持ちユニークな勧誘方法

をしています。名前のあがった候補者には、きめこま

かく、どこの誰がどのようにして話を持っていくかと

いうふうにしており、それで４名入会し、さらに４名

予定者がいます。さらに新会員勧誘キットがあります。

ここに持ってきました。また、かなりいる「葉山都民」

これは住所のみ葉山で勤めが東京、横浜等の人を誘う。

会員となればバッジをつけられる、地元クラブに出席

できないと勤め先近くのRCにメーキャップする。そこ

でまた知り合いが増える。これを前面に打ち出す。出

席は義務だがメーキャップは逆に権利である。隣の逗

子は逆で、他都市に勤務で住所が逗子の定年近い方、

あまり地域とのつながりがないのでRCにはいり、コミュ

ニケーションをとる。JCのみターゲットにしないでい

ろいろな切り口でどうですか、情報は足で集めてくだ

さい。笠倉さんだけでなく、皆で。

【鈴木会長】リタイアした人の職業分類は？

【ガバナー】前の職業でOKです。

【川崎昇会員】スポンサーバッジ、クラブ名の入った

机上プレート、財団のバッジ類など無駄と思われるも

のが多いのではないか、私が昨年財団委員長の時、今

後バッジは不要と連絡したらその都度連絡するように

との事だった、寄付など本来の目的意識と異なる使用

法がおかしい。

【ガバナー】このことに関しては地域差があり、特に

地方、盾や記念品をしまわずに飾る人もいる。大阪大

会の登録者数がかなり多く、歴史上最大の４万５千人

位となり予算が余った、財団、米山にもまわしたが地

区の旗も作りました。議論の余地はあるが結果的にそ

うなった。

【芹川幹事】規定審議会に日本からの提案が多いが、

通らないように思える、それは言葉の問題か？

【ガバナー】規定審議会では７～８００の提案がなさ

れる、同時通訳もあるが、全て英語なので言葉の壁も

あるが、国民性、陰徳など、長い歴史、文化的な違い

もある、徐々に英語のできる人も増えており変わって

いる、戦後の人が増えるとそういう問題はなくなるだ

ろう。また以前と比べ事前に日本で審議してから行っ

ているので次の２０１０年の時にはもう少し良い結果

が出るだろう。

【星野会員】地区大会の時期は、従来新年度始まって

から３ヶ月位が多く、先ほどお話があったように１日

目は会長幹事の勉強、２日目が会員ということで、こ

れから１年間共にやっていこうという感じだったが今

年度は４月の予定となっている、４月では２ヶ月でそ

の年度が終ってしまう、何か理由があるのか。

【ガバナー】横須賀の小沢さんがＲＩの理事として出

る事になり日本のＰＧ，ガバナー、ガバナーエレクト、

ノミニー、を召集しＲＩ会長、財団管理委員長、ＲＩ

副会長とでの勉強会を１１月２０日から行うため準備

が必要となり、同じクラブとして同じには出来ないと

いう事で４月にした。

鈴木正孝会長

素晴らしいお話ありがとうございました。昨年、小

佐野ガバナーにお会いしたときずいぶんお痩せになっ

ておられ、そこが暗がりだったこともありすごく顔色

が悪く見えました。「小佐野さん大丈夫かな、まずい

んじゃないかな？」と思っておりました。しかし今日

のお話の中で、減量中だったことがわかり今日のお姿

を拝見し安心いたしました。先日会員拡大のため、古

くからの友人に電話でロータリーにお誘いしました。

驚くべき返事が返ってきました。「女房からロータリー

だけは止めて！」と言われたそうです。理由を聞きま

した。どうやら奥様のお父様が以前ガバナーをなさっ

ていたそうです。ロータリーが非常に忙しかったので

しょうか、どうやらその頃のイメージがご家族にとっ

てとても悪かったようです。また松宮ＰＧは私とご同

業のためよくお話をします。私どもの仕事は実際に仕

事場で手を動かさなければ収入になりません。ガバナー

時代にはほとんど仕事にならず勤務医の方に頼んだそ

うです。しかし松宮先生がいなければ患者さんは離れ

ていきます。元の状態に戻るまでガバナーを終えてか

ら暫くかかったとおっしゃっておりました。これらの

ことからいかにガバナーが大変かがわかります。それ

にも関わらず、精力的にご活躍なさっているのはロー

タリーを大切に思い、愛してらっしゃるからだと思い

ます。我々ももっと小佐野ガバナーを見習わなければ

いけません。現在まで６８クラブの訪問を終え、残す

所あと３クラブだそうです。来年の６月までどうぞお

体に気を付けてご活躍下さい。本日は本当にありがと

うございました。

P4

編集雑記 友人の元新聞編集長に三浦RCの週報に

ついて感想を聞いた。特に卓話の部分について、失

礼の無いようになるべく正確に入力しているのだと

伝えたところ、それでは面白くは読んでくれないよ、

と笑はれた！ 話の趣旨をつかんで端的に表現した

方がかえって失礼には当たらないようだ。

尚、今週号も山田嬢の編集である。 f.kato


