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2016 年 4 月 21 日　第 2644 回 例会
◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング 『手に手つないで』

◇ 国際ロータリー会長
　　　K.R.″ラビ” ラビンドラン（COLOMBO RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　田中　賢三（茅ヶ崎 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　岡　昌憲（横須賀 RC)
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓星野　　雄
　　　副 会 長︓松崎　貞男
　　　幹　　事︓鈴木　正孝
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓笠倉　正弘
　　　副委員長︓藤　喜代司
　　　委　　員︓長瀬　六朗　　奥山　浩司
◇ 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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　訃報が届いております。横須賀
南西ロータリークラブ（RC）元
会員であり 1998 ～ 99 年のガバ
ナーをされた後藤忠雄様がご逝去
されました。85歳との事です。
ご冥福をお祈りいたします。詳細
日程は回覧をご覧下さい。熊本地
震被災地への援助協力依頼が地区
より届いております。締切が３０
日となっておりますので今週来週と募金箱を回しま
す名前ご記入の上ご協力ください。先週１４日は例
会後第１グループ３役会がこの会場で行われた為多
くの他クラブ会員がお見えになり又卓話も「横須賀

 会長報告　　　　　　　　　　星野　雄　会長　　

三浦の広域消防」という内容で横須賀の方にも興味
深かったのではと思います。少し前になりますが１
２日（火）に地区補助金の選考会が藤沢で行われま
した。藤次年度会長の強い意向で補助金申請書類を
提出、書類選考のみで可否が決まると思っていたの
ですがプレゼンテーションを「する」かどうかと申
請書類に有り、申請する以上当然「する」となり、
当日プロジェクターは地区で用意するのでパソコン
のみ持ち込むようにとの事でした。以前の芋掘りの
写真の中から説得力のあると思われるのをいくつか
選び前もって三浦の会議所でプロジェクターとつな
ぎ予行演習をしてから本番に向かいました。1クラ
ブあたりの割り当て時間が短く思うようには出来ま
せんでしたが至らぬ説明の一助として新聞「三崎港
報」のコピーなどを選考委員（約２０名位）に配布
し公共イメージに気を配っている所を見せ、さらに
芋掘りを始めた「いきさつ」と会員との関係、さつ
まいもとじゃがいもについて、現在参加団体と人数
等について話しました。残念ながら時間の関係で話
せなかったのは一番肝心なお金の問題、会員老齢化、
収穫日の「お天気」の事などでした。しかし１７日
の地区研修協議会の財団部門の話の中では確定では
ないが補助金OKらしいとの事でやれやれと思いま
した。

 幹事報告
＊ 横須賀南西RC　
　　　訃報、例会場所変更のお知らせ
＊横須賀西RC　
　　　5月例会案内
＊チャリティーコンサート協賛金のお願い
　　　横須賀西RC
＊横須賀南西RC
　　　会報　第1758~1787回
＊鎌倉中央RC
　　　会報　1292・1293回
＊ソウル国際大会に関する重要なお知らせ
＊2016-17年度第1グループ三役会予定
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　1）クラブのサポ－トとして（2004 年）CLP を
　導入 -　-- クラブの活性化 ----。
2）人道的奉仕活動の推奨（END-POLIO　NOW活動の奨め）
3）ロータリ－の公共イメ－ジ、活動の認知の向上
　　----- 以上の三つを取り組むことを優先事項、目標　
　とした ------

これは小佐野 PG年度から始まり従来の「雑誌・広報　
委員会」を改め　相澤ガバナ－年度で「公共イメ－ジと
認知度の向上」の呼び方を掲げ　上記 2）、3）を組み合
わせた POLIO 撲滅とその為のワクチンの資金集めを各地
域のお祭り等の人が集まる場所でロ－タリ－活動を展開
しその目的が達成されたと思います。三浦 RCも一昨年
　三崎みなと祭りのイベントに参加しました。
ロ－タリ－の「陰徳の美学」を過去のものとして公共イ
メジ委員会の最終ゴ－ルは市民への PRを広く、大きく
して会員増強につなげる事かと思います

・星野　雄会員　先日、地区研修協議会に行ってきま
　した。三崎口は晴れ、相模原は台風でした。
　南西さんと楽しんできました
・松崎貞男会員　地区研修協議会の欠席のおわび致し
　ます。
・芹川直行会員　1.本日、中学の内科健診で早退します。
　2. 地区研修協議会欠席のおわび。
・鈴木康仁会員　地区研修協議会、ドタキャン致しまし
　た。欠席申し訳ありませんでした。
　10何年ぶりのカゼをひいてしまいました。
・藤喜代司会員　地区研修協議会欠席、申し訳なかっ
　たです。
・奥山浩司会員　地区研修協議会休みのおわび。
・菱沼国男会員　ベトナムの女子かわいい。

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 8,000 円    288,000 円 296,000 円
財      団 2,000 円   99,000 円 101,000 円
ポ  リ  オ 1,000 円   16,000 円 17,000 円
米　　山 1,000 円   93,000 円 94,000 円
周　　年 0 円   3,000 円 3,000 円
　 計 12,000 円   499,000 円 511,000 円

 地区研修協議会報告（１）　

●公共イメージ部門　　　　　　　　笠倉正弘会員　 
　
　4/17（日）五人の仲間と南西
RCの会員の皆さんと一緒に今回も
南西 RC/ 坂本会員の KEEL 観光バ
スに便乗させてもらい行ってまい
りました。
　三浦ロ－タリ－にお世話になり
早や 20年、地区研修会の参加割
合を 70％くらいとすれば 15回く
らいは出席している訳で、この辺が登校拒否の原因か
も。

以下、公共イメ－ジ委員会のセミナ－参加報告を自分
なりの解釈で報告します。

＊セミナ－のリ－ダ－は（横須賀北）森 洋 PAST-ｶﾞﾊﾞ
ﾅ-、サブは（平塚）桐本　美智子氏、同、（綾瀬春日）
塚原　氏　、（海老名）志村氏の皆さんでした。
＊皆さんからのお話として
　Ⅰ）R.I の考えとして数年来から会員減少に危機感
　を強く持つようになり、その対策のプロセス /プロ
　グラム　としての「戦略計画」を策定した

●ロータリー財団部門報告　　　　  星野 雄会員

菅原リーダーはじめ 4人のサブ
リーダーによる財団関連の 4項目
の説明及び質疑応答が行われまし
た。私が強く感じたのは今回三浦
クラブで芋掘りのプロジェクトに
対して地区の補助金を申請し、そ
のためのプレゼンテーションまで
させて頂いたのですがクラブの１
会員という立場ではなく財団委員の立場から補助をも
らうには当然寄付もしなくてはダメという事です。送
金カレンダーに書かれている年次寄付 1人当たり 200
ドル以上等を我がクラブは満たしているのか？毎月三
役会でガバナー補佐から渡される地区全クラブの財団
寄付一覧表を普段から真剣に見ていなかったのでこの
次からは確認しようと思いました。サブリーダーのか
たが先月現在で財団寄付０円のクラブが地区内に 8ク
ラブあると言われ帰って見てみると我がクラブがまさ
に０円で事務局に確認すると 6月に送るようになって
いるとの事でやれやれでしたが３月末位までの累積金
額を見るとても一人当たり２００ドルには届かずクラ
ブの財団委員長としてはどうしたものかと思っていま
した。お話の中に出ていたあるクラブでは寄付を推し
進める方法として会員の個々のボックスの中に財団用
の封筒を入れ都合の良い時にそれを利用して寄付をす
るという方法を取っておりそれも良いかなと思いまし
た。全員が２００ドルでなくても 1000 円でも 2000
円でも入れる事がそのお金の使い道に関心を持つこと
になるのでするべきだとの事でした。又「クラブの年
会費はクラブ運営のため、財団の寄付は世界のため」
という考えも言われなるほどと思いました。地区協は
来るまでは億劫ですが来て話を聞くと心を新たにする
事が多いと感じます。

 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員
・会員総数：24名
   　本日出席：14名　欠席：10名　　出席率 58.3%
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