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国際ロータリー

2016 - 2017 年度

2016年7月1日（金）

週 報

第

1199 回 例 会

第 2780 地区

第 8 グループ

平塚湘南ロータリークラブ
◆4 つのテスト〜職業宣言〜 【佐藤会員】
◆結婚祝 【兼松会員】
◆米山奨学金授与 【劉（りゅう）宗漢（そうかん）君】
◆前年度皆勤賞表彰 【杉崎会員・高橋会員・会長・幹事】
◆前年度会長幹事へのバッチ贈呈
◆クラブ協議会

国際ロータリー 本年度テーマ

事務局：〒254-0014 平塚市四之宮 5-8-20
TEL 0463-51-4870 FAX 0463-51-4840
http://www.hiratsuka-shonan-rc.com/
例会場：ホテルサンライフガーデン
例会日：毎週金曜日 12：00〜13：30

◎ 4 つのテスト 〜職業宣言〜 【佐藤会員】
◎ 幹事報告
本日より新たに田中年度がスタートします。頑張りますので、アドバイスをお願
いします。
事務局より会費の請求書が発送されますので、皆様お支払いを宜しくお願いしま
す。クラブ通信の７月１５日の夜間例会の会場が変更になっていますので、訂正を
お願いします。規定審議会のレジメをお配りしていますが、変更がございますので、

河合幹事

後程お知らせ致します。

◎ 会長報告
今年度宜しくお願いします。

◎ 結婚祝 【兼松会員】
◎ 米山奨学金授与
米山奨学生
田中会長

と

劉宗漢君

劉（りゅう）宗漢（そうかん）君
原前幹事、吉野前会長、高橋会員、田中会長、三富幹事、杉崎会員

◎ 前年度皆勤賞表彰
杉崎会員

高橋会員

会長

幹事

４名

◎前年度会長幹事へのバッチ贈呈
【原前幹事】

昨年度はいろいろお世話になりました。有難うございました。

【吉野前会長】

皆様のご協力の元、楽しくやらせて頂きました。有難うございました。今年度の

吉野前会長、原前幹事、田中会長

会長も盛り立ててあげて下さい。

◎ 出席報告 【匠会員】
会員４１名

出席義務者４０名

出席者３１名

出席率７７．５０％
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◎クラブ協議会
【田中会長】

第２６代会長を務めさせていただきます。宜しくお願いします。

２０１６-１７年度、ジョン・ジュアーム会長は「人類に奉仕するロータリー」をテー

マに掲げられました。それを礎に運営してまいります。運営方針及び目標は 1. 会員

増強は順造１０名を目標とし、新しい手法を模索しながら実行していきます。また、
純増の達成には退会者を無くすことが大事なので、そのために情報共有の為のクラ

ブ研修を行います。2. に公共イメージの向上として「なんでも相談会」
「河川清掃」
「平
田中会長

塚盲学校と共同でのキャンペーン」など積極的に推進して行きます。最後に、寄付
金目標は一人当たり財団２００ドル、米山記念奨学事業 20,000 円以上ポリオ撲滅活
動 40 ドル以上、ベネファクター一度に 1,000 ドル 1 名以上です。

10 年前に 30 年来の友人である、レーベンの関専務を通してこのクラブを紹介し

て頂き最初は不安でしたが、だんだんと楽しく参加できるようになりました。北海
道の釧路で生まれ 31 年前に平塚に引っ越してきました。平成 8 年に会社を設立し今
年の 4 月で 20 年になります。また、3 年前より老人施設の運営を始めました。

今

年は会員卓話、会員の出席向上、移動例会など会員の皆様が参加したくなる会を作っ
ていきます。増強・奉仕・親睦を 3 本柱として皆様のご協力を得ながら運営してい
きますので、宜しくお願いします。

【会場監督

牧石委員長】

今期は私語と居眠りを無くすことを頼まれています。卓話者が話している時は皆

様ご協力お願いします。

【クラブ管理運営委員会

黒柳委員長】

各委員会が活発に活動できるように会には積極的に参加します。宜しくお願いし

ます。

【プログラム委員会

佐藤委員長】

今年度は移動例会もしくは会員相互の情報を共有するために会員卓話に力を入れ

ていきますので、皆様宜しくお願いします。

【出席委員会

匠委員長】

例会の出席率が低下しているようなので、出席率向上を最大の課題として皆様と

一緒に勉強していきたいので、宜しくお願いします。

【スマイル委員会

関口委員長】

スマイルは奉仕活動の資金になりますので、どしどし楽しいお話を寄せていただ

ける様お願い致します。

【親睦委員会

原博章委員長】

田中会長の意に沿えるよう頑張ります。新会員の歓迎会等、増えると思いますので、

皆様のご協力よろしくお願いします。

【増強委員会

水越委員長】

皆様のアドバイスを受けながら頑張りたいと思います。会員目標 10 名ですので、

花火大会等にゲストをつれて来ていただいたり、皆様一人一人の協力が必要ですの
で、宜しくお願いします。
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◎クラブ協議会 （つづき）
【職業分類・会員選考委員会

杉崎委員長】

この委員会が忙しくなるかそうでないかは増強委員長にかかっていますので、宜

しくお願いします。

【ロータリー情報委員会

吉田委員長】

ロータリーの歴史や目的、奉仕の理念を新会員の方に充分理解していただけるよ

うに、情報発信していきたいと思います。原点の会とも協力していき、新会員の方
のフォローアップをしていきます。それと同時に地区等の活動状況等も情報発信し

ていきたいと思います。それに先立ちまして、先日規定審議会があり説明会に出席
してまいりました。内容はメールにてお送りしますが、異議申し立てがなければ決
定します。

【ロータリー財団委員会

吉野委員長】

寄付のお願いですので、非常にやりにくいのですが、強制ではございませんが、

協力をお願いします。財団は主に、奉仕活動の資金になっています。地区補助金と
グローバル補助金に分かれます。非常に貴重な補助金ですので、皆様宜しくお願い
致します。今期はレートが１０２円ですので、２０，４００円です。宜しくお願い
します。

【米山記念奨学金委員会

長谷川委員長】

米山記念奨学会は日本独自の団体ですので、皆様宜しくお願いします。一人２０，

０００円を目標にお願い致します。今年の奨学生のカウンセラーは牧石会員です。
しっかりサポートしてあげて下さい。

【奉仕プロジェクト委員会

古木委員長】

職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕の各委員長と協力してやっていきます。

【職業奉仕委員会

清水委員長】

今年は「市民のためのなんでも相談会」を通じて市民の方に奉仕して行き、職業

奉仕月間では「職業倫理」をテーマにした卓話を計画していきますので、宜しくお
願いします。

【社会奉仕委員会

井出委員長】

今年度は「人類に奉仕するロータリー」のもと地元の学校と協力して、
「命の授業」

を開催する。また、盲学校の生徒たちとの乳搾り体験等をとうして子供達にもロー

タリーを知ってもらう。継続事業として点字ブロック推進キャンペーンへの参加、
金目川のクリーンキャペーンに参加します。会員の皆様も参加しやすい事業を計画
していきますので、皆様是非多数参加をお願いします。

【国際奉仕委員会

長谷川委員 （兼松委員長代理）】

今年は、シキホール島のその後の状況を定期的に点検していく必要が有るので、

その点を重点的に行っていきます。
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◎スマイル報告 【清水会員】
田中会長

7 月 1 日、今日から一年間会長致します。不安でいっぱいですが頑張
りますので、宜しくお願い致します。

河合幹事

本日より新たに田中年度が始まります。私も幹事として至らぬ点が多々
あると思いますが、生暖かく見守っていただきます様、宜しくお願い
致します

井出会員

田中会長、河合幹事頑張って下さい。奉仕活動を楽しみましょう。

稲子会員

いよいよ田中会長、河合幹事の年度の始まりですね。それと忘れては
ならない麻生ガバナー補佐の本格的な活動の開始ですね。昨年度に引
き続き、記憶に残る年度となるでしょう。楽しみにしています。

柏 木 会 員 田中会長・河合幹事、一年間宜しくお願いします。幽霊にならない様
に頑張ります。
黒柳会員

いよいよ田中年度の始まりです。田中会長・河合幹事・水越増強委員長、
頑張って下さい。

小泉会員

新体制スタートですね。田中会長頑張って下さい。髪の毛が頭を冷や
す役割が有るのだなぁ！！と感じています。暑いですね・・・

佐藤会員

本日より新年度！田中会長・河合幹事一年間宜しくお願いします。

清水会員

田中会長・河合幹事一年宜しくお願い致します。そして原博章親睦委
員長頑張って下さい。

真道会員

会長・幹事殿これからの一年長いような短いような思い出に残る活躍
を期待しています。そして、湘南ＲＣゴルフ同好会Ｃチームの誕生心
から歓迎します。

関口会員

新年度田中会長・河合幹事頑張って下さい。

高橋会員

いよいよ田中丸の出航です。頑張って下さい。

中村会員

平塚湘南ＲＣ創立以来初めての女性会長、田中丸が出航しました。様々
な荒波にも負けずに、河合幹事と共に体調に充分留意され一年間を無
事に乗り切って下さい。

長谷川会員

田中会長・河合幹事一年間頑張って下さい。期待しています。

原 ( 康 ) 会員 暑くなりました。田中会長・河合幹事この一年頑張って下さい。
古木会員

今年はまだ台風発生がゼロだそうです。

細野会員

田中会長・河合幹事宜しくお願いします。１年間頑張って下さい。

牧 石 会 員 おふくろから電話があり、話の内容が変なので、すぐに行きました。
具合が悪そうなので、救急車を呼び共済に行きました。体温が３９度
も有るのに、年を取るとあまり感じないそうです。おふくろは１週間
で元気になりましたが、高橋さん真道さんも気を付けて下さい。
三富会員

いよいよ新年度のスタートです。田中会長・河合幹事一年間頑張って
下さい。

吉野会員

田中会長・河合幹事一年間頑張って下さい。麻生ガバナー補佐どうぞ
宜しくお願い致します。

