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2015 年 3 月 12 日　第 2594 回 例会
◇ 点　　鍾　12 時 30 分

◇ ロータリーソング『我らのなりわい』

◇ ゲスト・ビジター紹介

　　　米山奨学生 李 明峻さん

　　　（本日が最後のクラブ訪問となります）

◇ 国際ロータリー会長

　　　　　ゲイリー C.K. ホアン（台北 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー

　　　　　渡辺　治夫（横須賀 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1グループ

　　　　　ガバナー補佐　鈴木　康仁

◇ 三浦ロータリークラブ

　　　　　　　　会　　長：鈴木　正孝

　　　　　　　　副 会 長：土田　成明

　　　　　　　　幹　　事：芹川　直行

◇ 公共イメージ委員会 

　　　　　　　　委 員 長：大石　精一

　　　　　　　　副委員長：木村　謙蔵

　　　　　　　　委　　員：長瀬　六朗

◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘

◇ 例会場　三浦商工会議所 3階ホール

　　　　　 〒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
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 会長報告　鈴木正孝会長

　皆様、こんにちは。先週は芹川幹事、卓話ありが

とうございました。急な話にも関わらず、非常に楽

しいタイムリーな内容でした。ニッカウヰスキーの

歴史やうんちくも楽しく拝聴しました。改めて引き

出しの多さに驚きました。私は 2年前に学会の帰り

に余市の工場に行ってきました。工場と夫婦の住ま

いなど見学し試飲もしてきましたが、連続テレビド

ラマや芹川幹事の話を予備知識として聞いていれば

もっと楽しめた事でしょう。今度はスコッチウイス

キーの話をして下さい。

　今日は星野雄さんに PETS 報告をして頂きます。

昨年私が行った時には遅刻など許されない雰囲気が

あり、遅刻者には再度役員が集まり説明をすると

いった厳しさがありました。会場には独特な雰囲気

があり、マインドコントロールされてしまい、開運

壺でも勧められたら思わず買ってしまいそうな気持

になりそうでした。今年はどうだったのでしょう

か？星野さん今日は宜しくお願いします。

李　明峻 さん

鈴木会長と米山奨学生 李 明峻さん

＊神奈川県ロータリアン親睦テニス会開催案内

＊地区協議会研修会案内

＊当クラブ１月及び２月第１例会週報ゲラ

　　　　　　　　　　…修正があればお申し出下さい

＊須坂 RC 永田幹事より挨拶状

＊週報　横須賀北 RC, 横須賀南西 RC, 鎌倉中央 RC

＊３月例会変更案内　横須賀西 RC

 幹事報告　　
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・鈴木正孝　

　・李さん、ご卒業・ご就職おめでとうございます。

　・星野会長エレクト、PETS 報告よろしくお願いします。

・芹川直行　

　・李さん、ご卒業・就職おめでとうございます。

　・星野次年度会長、PETS 報告よろしくお願い致します。

・星野　雄　米山奨学生 李 明峻さんようこそ。三浦ク

　ラブをお楽しみください。

　本日、PETS の報告させて頂きます。

・奥山浩司　早退します、すみませんです。

 ニコニコ BOX 報告　藍田 和雄 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 4,000 円    336,000 円 340,000 円
財      団 0 円    63,000 円 63,000 円
ポ  リ  オ 0 円   33,000 円 33,000 円
米　　山 2,000 円   41,500 円 43,500 円
周　　年 0 円   2,000 円 2,000 円
　 計 6,000 円   475,500 円 481,500 円

 出席報告　藍田 和男 会員　

・会員総数：26 名

  本日出席：11 名　欠席：14 名

　出席率 44%

・MAKE UP

　鈴木正孝、芹川直行、秋本清道

　松崎貞男、星野　雄、笠倉正弘

　高木　巌、藤喜代司、吉野　哲

　　　　　　　　 （以上 理事会）

　星野　雄（地区会議 2回）

　　により、出席率は 88％となります

 PETS 報告　　星野　雄 会長エレクト

　

　昨日 11 日藤沢商工会館にて行

われました。当日のプログラム

は午前１０時から午後６時まで

で次会長６３人の内不幸のため

１人欠席、地区から５９人合計約１２０人。ま

ず３．１１の黙祷から始まる。田中次ガバナー

より地区運営方針について説明、１奉仕活動、

２公共イメージの向上、３寄付の理解、４会員

増強１０％、５中核的価値観を出席や参加を多

くして学ぼう、６オンラインツールの利用促進、

 2015-16 年度の国際ロータリー会長に就任す

る K.R. ラビンドラン氏は、同年度のテーマ

を「世界へのプレゼントになろう」としまし

た。ラビンドラン氏はロータリー会員に、よ

り良い世界をめざして、時間、才能、知識を

世界中の地域社会に贈るよう呼びかけます。

「ロータリアン会員が自らを

『プレゼント』することに

よって、世界中の人びと

の生活を真に改善できる

のです」

７特別月間の大幅な変更を理解、以上の七項目に

ついて。次に成田次幹事より送金及び地区カレン

ダーの説明、それによると三浦の公式訪問１０月

１４日（水）なぜか水曜日となっている（後日１

０月２９日に変更）、地区大会１０月２４日（土）、

２５日（日）IM は日時未定、ホスト横須賀 RC。

次ガバナー補佐と次会長の全員紹介が有りさらに

後藤パストガバナーより基調講演として「クラブ

リーダーシッププラン－元気なクラブ作りのため

に」というテーマでプロジェクターを利用した話

があった。これは昨年東海大学で行われた地区協

議会での会員増強委員会でのお話と重なる部分が

多いのだが非常に良く出来た内容でどのクラブに

とっても頷けるし必ず役に立つ建設的で、また耳

の痛くなるような内容でした。午後は　次年度会

長を１０人くらいずつ６グループにわけ地区委員

が３～４名つき小会議室でのセッションとなっ

た。項目は２項目で最初が「クラブ会長の役割と

責務について」、１、クラブがどのくらい効果的

に機能しているか。２会長としての責務は何か。

３クラブリーダーシッププランによりクラブの改

善はなされたか。これで１時間。次が「会員増強、

会員維持について」１会員増強に対するクラブの

考え。２クラブの会員状況をどう評価するか。３

新会員の教育の重要性。これも１時間。その後全

体会で韓国慶州の３６６２地区（元 RI 会長の DK

リーさんの）と２７８０地区が姉妹関係を結ぶと

のことでリーさん以下四名ほどの方が来られ小澤

元ガバナーの紹介により挨拶をされた。引き続き

ロータリー財団と米山奨学金に関するプロジェク

ター利用の講習１時間。本日のセミナーに対する

評価書の記入、次地区副幹事及び委員長の紹介を

経て終了が５時４０分、終って別会場での立食の

懇親会となった。冷たいビールのおいしかった事。

次年度テーマ　

Be a gift to the world
「世界へのプレゼントになろう」
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