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2016 年 4 月 28 日　第 2645 回 例会
◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング 『それでこそロータリー』

◇ 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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　熊本地震から今日で２週間とな
りますが、今朝も震度４があった
りして終息の様子が見られませ
ん。
　一方この大型連休に被災地での
ボランティア希望者が列をなして
いるとの事、驚きです。
　明日２９日は横須賀西ロータ
リークラブ（西クラブ）主催のチャリティーコンサー
トが１３時より大明寺さんにて行われます。昨年は
私都合で参加できませんでしたが、それ以前は複数
回参加させて頂いており、当クラブからもわずかで

 会長報告　　　　　　　　　　星野　雄　会長　　

すが寄付をしています。
1昨年はビートルズのコピーバンドで「ビリトルズ」
と言う名前の単に似せているというのではなく、そ
のような競技会で１位を取ったという非常に技術の
高い、十分に楽しませるグループでした。
　出し物は大明寺さんの檀家さん又はその関係者の
皆さんによるコーラスグループ、同じく檀家さん出
身の３～４人の若い女性によるバイオリンやフルー
トなどによる演奏、住職の子弟のバンド「ブレイ」
による演奏、男性２人のデュオ等です。
　今回で９回目との事ですが、このチャリティーは
以前（１０年くらい前でしょうか）には西クラブ主
催で衣笠のはまゆう会館にて子供の教育関係のシン
ポジウムを開催され私もビデオ持参で見学に行きま
した。その事はロータリーの友のNO1記事
「SPEECH」にも掲載されたのですがシンポジウムの
参加者が少なくせっかくの良い企画なのに残念とい
う印象でした。
　現在のチャリティーコンサートは出し物の対象年
齢も幅広く、出演者、来場者も和気あいあいとして、
毎年楽しみにしているという雰囲気です。
　西クラブも会場設営や出演者との調整等準備は大
変と思いますがお寺の建物の１部を非常に有効に使
い来られた方がチャリティーをしても満足して帰ら
れるのは素晴らしいと思います。
明日は祝日です。特に予定のない方音楽を楽しみな
がら西クラブのノウハウを勉強するためにも参加し
ましょう。

 幹事報告
※横須賀西ＲＣ例会お知らせ
※国際ＲＣ米山学友会　交流
※D2780　地区資料　カレンダー
※薬物クリーンかながわ
※３月末会員数、出席率報告　　
※ロータリーレート
※三役会議事録
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・星野　雄会員　あいにくの雨模様です。
　本日、地区研修協議会の 2回目です。秋本、高木両
　会員宜しくお願い致します。
・高木　巌会員　前回欠席のおわび。
・鈴木康仁会員　次年度委員長へ活動計画書の所信表
　明を 5月 20日頃までにお願い致します。
・藤喜代司会員　星野会長、ペッツ報告の時にビデオ
　撮り頂きありがとうございました。
・菱沼国男会員　

 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 6,000 円    296,000 円 302,000 円
財      団 0 円   99,000 円 101,000 円
ポ  リ  オ 0 円   16,000 円 17,000 円
米　　山 0 円   93,000 円 94,000 円
周　　年 0 円   3,000 円 3,000 円
　 計 6,000 円   499,000 円 505,000 円

 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員
・会員総数：24名
   　本日出席：10名　欠席：14名
　　出席率 41.7%
・MAKE UP
　　松崎貞夫、星野　雄、鈴木正孝
　　鈴木康仁、秋本清道、藤喜代司
　　（4/21 理事会）
により、出席率は 66.7％となります

 地区研修協議会報告（2）　

●職業奉仕部門　　　　　　　　　 秋本清道会員
　地区協議会といわれてい
る時以来の参加です。いつ
から地区研修・協議会と
なったのかってそんな感じ
ですので、いかにいいかげ
んにロータリーを続けてき
たのかと反省しています。
　自分が話をするのは少し
は慣れてきたのですが、人
の話を聞いて、それをまと
めて報告、発表するというのが本当に苦手ですので、
皆さん、聴き上手になって聞いてください。
　部門別協議会では、職業奉仕部門に出席しました。
基調スピーチは、リーダーの松宮剛 (ＰＧ) さんによ
る「職業奉仕について考える」、サブリーダー磯部
芳彦さんによる「わかりやすい職業奉仕」、休憩を
挟んでオープンフォーラム（質疑応答を含む）でした。

　以前から職業奉仕は難しい、よく分からないとい
う声が多く聞かれますが、リーダーは「これがロー
タリーの職業奉仕だという史実にして確かなものは
ないと思う。個人個人がより良い人生を考える中で
職業奉仕という事を常に念頭においてロータリーに
勤しんでいただければと思う」とのことでした。
　その後少し話がありました。但し、そこからが夏
目漱石がうんねんといった松宮節が始まりました。
テープに録音してきましたので、聞き取りにくいと
思いますがこんな話だよと聞いてみてください。
　途中、の御小柴さんが自分の考え方を話したので
すが、一番わかりやすかったと思います。
　皆さん、職業について考えを話すと分かりやすい
のかと思います。ただ、活字にするとこれでもかと
いうくらい難しく感じるのは私だけでしょうか。
　サブリーダーの磯部さんは、自分はへそ曲がりな
ので、職業奉仕を簡単に考えることにしたと言いな
がら、話は非常に難しい表現をしていたように思い
ました。
　いろいろ例を挙げて話されましたが、終りの方に
職業奉仕はロータリアンの数だけ職業奉仕がある。
人それれぞれ解釈が大きく変わるので、自分自身の
職業奉仕をしてもらえればよいとのことでした。
　オープンフォーラムでも皆さんいろいろ話をされ
ていましたが、三浦は三浦、自分の仕事を一生懸命
していく中でロータリーの会員同士の親睦を深め、
他の会員の仕事を知り、楽しみながらやっていれば
自然に社会に対し奉仕が出来ていくのだろうと思い
ます。
　その年度の委員会が計画をたてながらやっていけ
ばよいのだと思います。

●会員増強部門　　　　　　　 　高木　巌会員
　皆さんこんにちは！　
次年度は副会長とのことで
すが、この度の研修会では
会員増強部門に出席しまし
た。大雨で大変！！
　鎌倉中央ＲＣの仲田パス
トガバナーがリーダーを務
めました。鎌倉のお坊さん
です。
　会員増強はなにがなんで
も増強という事ではなく、肩ひじ張らずにやってく
ださい。
　なんで増強化かというと、クラブ内で仲良く楽し
んでいるとあっという間に会員が年を取ってしま
う。会存続のためにはどうしても新会員の入会が必
要です。最近は女性会員が必要とされています。女



2645-3

性が入ると楽しく、会が活性化する、そして、女性
の新しい力を役立てると、買いがリフレッシュして
活力が出ます。
　職業分類があって一業種一人の入会という規則が
ありましたが、今日では一業種 5人まで良いことに
なっています。分類を意識しながらもいろいろな人
の入会を期待しています。
　例会で増強委員長は毎回 1~2 分の時間をもらっ
て、入会に適した人の情報を出したり、会員と情報
交換する必要があります。会長幹事もそのたびに意
見を戦わせて、増強する必要を皆さんと話し合って
場を盛り上げるべきです。
　地区の方針は何%増強　と今まで抽象的でした
が、50人以上のクラブは 2人、50人以下は１人以
上の増強目標を今年度立てています。三浦ＲＣは２
４名ですから、3~５人増強目標などといわずに、１
名必ず入会させてくださいとのことでした。
　津久井中央ＲＣの佐藤さんは、団体の増殖は不可
欠であり、宿命である。増強は会にとって目的であ
り、それ自体奉仕であると話されました。奉仕する
ことが増強であるとなかなかいいことを言ったと思
います。人が集まって切磋琢磨するから奉仕ができ
る。この考えに賛成しました。
　横須賀ロータリークラブ加藤会長の話によると、
日本のロータリアンが減ると世界ロータリーへの発
言権がなくなる。理事が出せなくなり、理事会でも
のが言えなくなる。発言ができなくなると、日本人
の考えと違った方向にいってしまう。

　例えば、①ｸﾗﾌﾞ会合は月２回開けばよい。②例会に
時間を決めなくてよい③職業分類の完全削除④会費
を払えばヤクザだろうが宗教団体だろうが、反イス
ラムだろうが誰でも入会できる⑤世界では年会費
50,000 円のところがある。また入会金をとらない
　など
　日本の発言権がなくなれば、ロータリーはどこへ
行ってしまうのか。ということでＲＩの会長は、理
事が出せるだけの会員の確保は必要であるとおっ
しゃっていました。
　ロータリアンが減っているのは日本、アメリカ、
イギリスなど人口成熟期を迎えている国で、増えて
いるのはインド、ブラジルなど人口が爆発的に増え
ている発展途上国である。
　そんなわけで、日本でもロータリーを良い方向に
もっていく為に会員増強は必要である。
　鎌倉ロータリークラブの新井今日子さんのお話で
は、増強は継続してやるものである。増強は委員が
1人で動くのではなく、クラブ全員で動く。連携、
連帯が必要である。
　女性の会員を増強する社会活動を続けながら、自
然と女性が増えたら良いなと考えている。入会した
ら女性会員を育てようという意識をもっていただき
たい　と話されました。
　また、伊勢原の平木さんによると、入会情報とし
て、青年会議所を卒業した方や商工会議所青年部、
法人会青年部などの関係をあたると良いなど話され
ました。

4/24　三崎まぐろ鉄火巻きファイナル
　　　　　　　　　　　　560ｍ日本記録更新！
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