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2016 年 12 月 1　第 2672 回 例会

◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング 『奉仕の理想』

◇　四つのテスト唱和

◇　ゲスト　伊勢原平成ＲＣ　中村　眞英　地区副幹事

　　

◇ 国際ロータリー会長
　　　ジョン F. ジャーム（CHATTANOOGA RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　佐野　英之（秦野 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　伊与田あさ子（横須賀北 RC）
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓藤　喜代司
　　　副 会 長︓高木　　巌
　　　幹　　事︓鈴木　康仁
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓笠倉　正弘
　　　副委員長︓長瀬　六朗
　　　委　　員︓奥山　浩司・高木　巌
◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘
◇ 例会場　三浦商工会議所
　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎 3 丁目 12 番 19 号
◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
◇ website　http://www.miura-rc.jp
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　ここのところ、だいぶ寒くなっ
てきました。
今年はいつまでも暑さが続き、
一転して急に寒さがやってきま
した。お体にはくれぐれも気を
付けてください。
　ここのところのニュース
キューバのカストロがなくなり
ました。米国にたてついて、独
立国家を長きにわたってつなぎとめていたことは驚
きます。
　偉大な指導者がなくなった感があります。ところ
が、アメリカのトランプ氏はカストロのことを独裁
者といって非難しました。
　カストロ傘下政権に反対する者をすべて殺してし
まったので、アメリカへ亡命した人たちが沢山いま
す。その人達がキューバのすぐ隣のフロリダに住ん
でいて、キューバ反対運動を続けていたとは知りま
せんでした。
　もう一つの出来事はキューバにソ連が核を運ぼう
としたキューバ危機です。ケネディが「のどもとに
アイクチを突き付けた」とカンカンに怒って海上封
鎖をしました。それでソ連のフルシチュフが核を
持って帰ったという事件がありました。
　また、韓国の大統領朴槿恵さんが取り巻きと一緒
に国の財政を私物化したと大騒ぎになって、大統領
を辞任すると言いました。
　アメリカのトランプさんも韓国の朴槿恵さんも世
の中の鬱屈とした空気が読み取れます。
　大事件が世界でおきなければいいと願っています。

 会長報告　　　　　　　　　高木　巌　副会長

　

 幹事報告　　　　　　　　　　鈴木　康仁 会員
＊入会月お祝　なし
＊ロータリーの友
＊１２月RIレート　１＄＝１０６円
＊財団室ニュース
＊週報　鎌倉中央RC

ゲスト　伊勢原平成ＲＣ　中村　眞英　地区副幹事
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・地区副幹事 中村眞英様　三浦ロータリーの皆様こ
　んにちは！伊勢原・平成ロータリーの中村と申し
　ます。鈴木さんと同期のガバナー補佐をやってい
　ました。本日は鈴木に会いに三浦までやってまい
　りました。よろしくお願いします。
・奥山浩司　なんとなく。
・長瀬六朗　秋本様、卓話を楽しみにしております。
・土田成明　おくれてすいません。
・秋本清道　中村さんようこそ。前回欠席しました。
・鈴木康仁　第 7グループの（元ガバナー補佐）同
　期の中村会員です。よろしくお願いします。
・鈴木正孝　お祝いありがとう。
・星野　雄　地区副幹事、中村様ようこそ。三浦ク
　ラブを楽しんでください。
　誕生日祝いのお礼。
・芹川直行　やっと 12月になりましたね。
・松崎貞男　早退のおわび。
　誕生祝ありがとうございます。

ニコニコ BOX 報告
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 16,000 円   154,000 円 170,000 円
財      団 8,000 円   59,000 円 67,000 円
ポ  リ  オ 1,000 円   19,000 円 20,000 円
米　　山 6,000 円   57,000 円 63,000 円
周　　年 0 円   2,000 円 2,000 円
　 計 31,000 円   291,000 円 322,000 円

委員長報告

クラブ研修リーダーセミナー
　　　　報告と次年度に向けて　秋本 清道 会員

●高木親睦委員長　Ｘｍａｓ例会案内　
●星野財団委員長　財団米山寄付依頼
　　青少年交換日本全国地図の各地区の子供たちの
　　人数の資料を次回持参するように
●社会福祉委員長　芋ほりのお礼状披露

＊お誕生月お祝

　
松崎貞男会員Ｓ.7.12.25　 星野　雄会員 S.22.12.7
鈴木正孝会員 S.30.12.16　鈴木金太郎会員 S.21.12.1
土田成明会員 S.32.12.8

 出席報告                             鈴木　康仁 会員

・会員総数：25名
   　本日出席：14名　欠席：11名
　　出席率 56%

　今日は、11月 16日に行
われたクラブ研修リーダー
報告と、次年度に向けてと
言う事で時間を頂きまし
た。両方関連性があります
ので、かねてお話をさせて
頂きます。
　ここ数年、会長を始め三
役が決まるのが年度間際と
言う状況が続いています。
　本来であれば、12月の
クリスマス例会前には決まっていて、クリスマス例
会で次年度会長が紹介されていたかと思います。手
続きだけの事かもしれませんが、50年以上続いて
きた一つの形であったのかとも思います
　ぎりぎりの始動であるが為に、クラブの在り方、
ロータリークラブってこんな動きをしているのだと
言う事が、特に新会員の方に伝わりにくかったよう
に思います。
　来年度は、創立 55周年を迎えます。60年、70
年と続けて行く為にも、伝統の形を会員全員で把握
して頂く必要を強く感じています。

　本日、クラブ協議会臨時総会とさせて頂き、私が
次年度の会長をさせて頂く事、そして半ば強引では
ありましたが、副会長に鈴木正孝会員、幹事に土田
成明会員。クラブの内容をより把握して頂く為に、
副幹事に奥山浩司会員、岩野明会員に引き続きお願
いして、本日皆さんの承認を頂ければと思います。
　まずこのことについて、いかがでしょうか。

　こういった一つ一つの作業を確認し、皆さんにご
理解をして頂きながら、ロータリークラブを楽しく
やって行けたらと思います。

　只今ご承認を頂きましたので、少し早いかとは思
いますが次年度の組織づくりに着手して行きたいと
思います。

　先日、地区の指導者研修セミナーに行ってきまし
た。私も久しぶりにいろいろな話を聞いてきました。
講演第 1部では、第 2ゾーン、ロータリーコーディ
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ネーター（よくわからないんですけど、ロータリー
の友をご覧頂ければ分かるかと思います。）の第２
７６地区 PG西尾 RC田中正規氏による「クラブの
サポートと強化について」の講演がありました。
　いろいろ話はありましたがその中で、
クラブの活性化。活性化を促進するもので
　・ロータリー精神の再認識（ロータリーの原点へ
　の回帰）
　・委員会活動の活性化
　・親睦活動の充実
　・奉仕活動への積極的な参加への機会づくり
　・既存会員の意欲向上
　・新入会員の教育
活性化を損なうものとして
　・会員数の減少
　・例会のマンネリ
といった話がありました。

　私はこれに飛びついたわけです。
活性化を促進するもの、分かりきっているであろう
このことをして行きたいと思っています。
　そして第 2部では、2016 年定番議会、第 2780
地区代表議員 PGの後藤定毅氏による、結果報告と
その運用についての話がありました。
　柔軟性という例外規定の導入。よく分からない、
首をかしげることも多々ありますが、ロータリーク
ラブは私が入会してからでも、だいぶ変化して来た
なと感じています。
　内容は難しいことが多いのでその都度、例会で
ロータリー情報として紐解きながら対応していきた

いと思いますが、組織の変化に合わせ、見直すとこ
ろは見直し、簡略化することでクラブが衰退してい
かないように活動をして行く、そう思っています。
　具体的には、例会数の調整（細則変更）。継続事
業の見直し、検討をする。
　それにはまず組織の確立です。お配りした組織図
に、自分の希望する委員会、やってみたい委員会が
ありましたら書き込んでみて頂きたいと思います。
ベテラン会員の方も、意外にやっていない委員会が
あるのではないでしょうか。書いた委員会が決定で
はありません。組織づくりは簡単ではありませんの
で、参考とさせて頂きます。
　来年 3月 14日に PETS がありますので、その前
までにはつくり上げたいと思っています。
　ただこれは、50年以上続いてきたクラブの伝統、
理由の一つであると思いますが、三役がお願いした
ポジションは基本的には断ることはしてこなかった
のかなと思いますので、よろしくお願い致します。
　地区への出向や会議、大会等への参加は行けるよ
うでしたら参加で良いと思います。但し、三浦クラ
ブの例会事業には優先して参加して頂く努力をお願
いします。でも、仕事が一番ですから…。

　いろいろなお話をさせて頂きましたが、話を伝え
るのがあまりうまくありませんので、その辺はよろ
しくお願いします。
　私も2006-07、5年後が2011-12、そして6年たっ
て次年度と、3回目の会長を務めさせて頂きますが、
以前の 2階は過去のこと。初めて会長をさせて頂く
つもりですので、ご協力をお願い致します。

三浦商工会議所
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