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第 2780 地区

第 8 グループ

平塚湘南ロータリークラブ
◆ロータリーソング 〜奉仕の理想
◆4 つのテスト〜職業宣言〜
◆米山奨学金授与 【亨宏宇（ウ コウウ）君】
◆前年度会長幹事へのバッチ贈呈
◆委員会報告
◆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

◎ロータリーソング 〜奉仕の理想〜
◎ 4 つのテスト 〜職業宣言〜 【杉山会員】
◎ 幹事報告
今年一年間よろしくお願いします。
今日は月初例会でもありますので、例会後に理事役員会を開催しますので、理事役
員の方はよろしくお願します。また、そのあと国際・青少年委員会の方も委員会が
あるそうですので、よろしくお願いします。「踊ってみよう日本舞踊」是非成功させ
近藤幹事

ましょう。

◎ 会長報告
今年度、会長を務めさせていただきます三富です。一年間よろしくお願いいたします。
１９９８年４月に平塚湘南ロータリークラブに入会しました。早いもので１９年目
となりました。これまでロータリーから学んだことをもとに今年度は微力ながら精
一杯貢献していきたいと考えています。
入会当初は戸惑いましたが次第にクラブの雰囲気に馴染んできました。第一に感じ
三富会長

たことは先輩方がとても優しく、分からないこともいろいろ教えていただきました。
会員全員が一つとなり一体感を感じました。その伝統は今のクラブ状況にも通じて
いると思いまます。
今回、３月のペッツに参加して感じましたがまだまだロータリアンとしての知識や
考え等、組織運営・学ぶべき点が沢山あると感じました。芦川ガバナー補佐・麻生
ガバナー補佐の幹事を務めさせていただいた経験は大変貴重でした。２７８０地区
として第８グループとして外から見た平塚湘南ロータリークラブの状況も見ること
が出来ました。委員長・理事・幹事・等の経験を活かしより良いクラブ運営を心が
けていきます。
ロータリー会委員の義務
会費を納めること

ロータリーの友を読むこと

例会に出席すること

特に例会に出席することがロタリアンとしての義務ということを自分自身再認識し
て取り組んで聞きたいと思います。
例会内容をプログラム委員会とともに準備しています。記憶に残る例会にしていき
たいと思います。会長挨拶とさせていただきます。
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◎委員会報告
【原親睦委員長】

親睦委員会を１１日に開催しますので、親睦委員の方はよろしくお願いします。

【野崎国際・青少年奉仕委員長】
原康二会員

今日の委員会よろしくお願いします。お陰様で、申し込みも順調ですので、成功さ
せるためにも皆様是非、ご協力お願いします。

野崎会員

◎出席報告 【笠原会員】
会員４１名
出席者

出席義務者

３３名

出席率

４０名

８２．５％

◎米山奨学金授与
亨宏宇（ウ

コウウ）君

月に一回ですがこの例会に参加させてい
ただくことによってとても勉強になりま
す。有難うございます。これからもよろ
しくお願いします。

三富会長

◎直前会長・幹事

バッチ贈呈
【田中前会長】

一年間本当にありがとうございました。移動例会もたく
さんあり盛りだくさんな一年だったと思います。無事に

過ごせたのは皆さんのおかげです。本当にありがとうご
ざいました。

【河合前幹事】

一年間有難うございました。今後は出席率向上協力でき
るように頑張っていきます。

【麻生パストガバナー補佐】

一年間何とか無事に過ごせました。皆さんのおかげで出

近藤幹事、河合前幹事、田中前会長、三富会長

席率１００％という素晴らしい IM にしていただき本当
にありがとうございました。感謝の気持ちとしてロータ
リーのスポーツタオルを皆さんにプレゼントさせていた
だきますので、帰りにお持ちください。
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◎クラブ協議会
【会長挨拶

クラブ運営方針】

◇公共イメージ

出がけによく言われます。「今日もロータリーなの・・帰りは何時ごろ」と・・そ

の言葉の裏にはロータリー活動の本質が理解されてないような気がいたします。
家族親睦会や夫婦例会・懇親会などに参加していますが活動の一部分しか伝わっ
ていないようです。地域の方々も同じでロータリー活動の認知度は私たちが思っ
ているほど高くないのが現状です。広報活動と日々の奉仕活動を一歩一歩、確実

に行うことで地域との絆を深めることにより変化をもたらすことに繋がると思い
ます。
お願い
三富会長

FB されている方はロータリー活動を積極的にアップしてください。

HP は興味がないと開きません。

◇テーマ

今年度、国際ロータリー会長のイアン H.S ライズリー氏が掲げるテーマは『ロー

タリー：変化をもたらす』です。当クラブも設立から２７年目となり地域社会の

変化に対応し成長してきました。会員数も４０人態勢が確立され更なるステップ
アップを目指す段階が来ています。現状を確り見つめクラブの存在意義を再確認
しこれからのクラブ運営の道筋を考える年にして次年度に繋げたいと思います。

◇増強

維持

クラブの活性化は会員増強と維持です。新しい仲間はロータリーにとって新風を
興し活力を生み変化をもたらします。また、豊富な経験を積まれてきた先輩方の

存在と助言は軌道修正の一助となっています。平均年齢が６０歳のクラブとして
４０代から８０代の会員が一つになりバランス良く活動できるクラブの環境づく

りが益々重要となっており、時代と世代の変化に対応した柔軟な組織運営を心が
けていきたいと思います。

◇例会

義務

出席

ロータリーの義務の一つに『例会出席』があります。仲間とともに昼食をとりな

がら情報交換やコミュニケーションを通じ信頼関係が深くなっていきます。充実
した例会を行い毎回例会に出るのが楽しい・勉強になる・リラックスする・充実
感が得られる、そんな場にしていきたいと思います。
お願い

水曜日までに欠席の方はご連絡ください。メール FAX

【運営方針】

事務局あて

1. 奉仕活動を通した公共イメージの向上

今年度は１０数年継続して開催している「なんでも相談会」や「ポリオ撲滅・チャ
リティゴルフ大会」「日本舞踊を通して礼儀作法を学ぶ」などの奉仕活動を通
して地域社会に貢献し公共イメージの向上に努めます。

2. 会員増強・維持

会員純増５名を目標とし研修会でロータリー会員としての誇りや使命感の共有
を図り維持に繋げます。

3. 寄付金目標（一人当たり）
・財団：200 ドル以上

・米山記念奨学事業：20,000 円以上

・ポリオ撲：40 ドル以上

◇結びとしまして

・ベネファクター：1000 ドル -１名以上

会員の皆様とは何かのご縁で同じクラブの一員となりました。

ロータリアンとしての誇をもち充実した人生を共に歩み続けたいと思います。一
年間ご協力よろしくお願い申し上げます。
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吉田会員】

この委員会はロータリーの目的を達成させるためのクラブの効果的な運営に関す

る活動を実施する要の委員会です。会員相互間の親睦を図り会員の義務の一つで
ある例会出席の向上と充実した例会運営を実施する。また、ロータリーの活動内

容を提供し、イメージ向上に努めるほか友好クラブとのコミュニケーションを図
る場を提供する委員会で構成する。この活動を通じて会員一人一人がロータリー
吉田会員

活動の意義を痛感し、充実した活動ができるようにサポートします。

【活動計画】

１. プログラム委員会を中心に例会をはじめクラブ活動の充実に努める。

２ . 出席委員会を中心として、例会等への出席の向上に努め、他クラブへのメイク
アップのフォローなどをして会員の出席率を高める。

３ . スマイル委員会は募金金額の大小にとらわれない、一人でも多くの会員が参加
しやすいよう啓蒙活動をする。

４ . 親睦委員会を中心としていろいろなフォローを出席委員を中心に行い、出席率
の向上を図る。

５ . イメージ広報委員会を中心に幅広い広報活動を行い、一般の方々に当クラブの

事業活動に興味を持ってもらえるよう情報提供の場を作り、会員に向けては、
基本理念の研究と最新の情報提供を務める。

６ . 友好クラブ委員会、姉妹締結クラブをはじめとして他クラブとの充実した交流
の場作りをする。

７. クラブ協議会の開催で会員からの意見を聞きクラブ運営方針に役立てる。

【プログラム委員会

原博章委員長】

ロータリーの義務の一つに「例会出席」があります。仲間とともに昼食をとりな

がら情報交換やコミュニケーションを通じ信頼関係が深くなっていきます。と、
本年度の三富会長のクラブ運営方針にあるように会員にとって、仕事上の新たな
気づき、道しるべとなれるような、また、会員が出席したくなる、そして出席し

て良かったと感じるプログラムを企画していきたいと思います。会員皆様のご協
原博章会員

力、推薦をいただき、卓話者の選定を行いたいと思います。

【活動計画】

１ . 外部卓話は専門的な、地域貢献、社会奉仕など幅広い卓話を各界の卓話者より
選定し、計画します。

２. 会員卓話はメンバーの相互理解 . のためにも随時計画していきたいと思います。

【出席委員会

笠原委員長】

出席委員会では楽しい例会を実施することにより、出席の増加を目標に積極的に
取り組んでまいります。

【活動計画】

１ . 例会の出席者の確認をメール・ライン等でも行い例会日２日前までに確認でき
るようにする。（食事の無駄をなくすため）

笠原会員

２ . 名キャップに積極的に出席する。（特に第８グループの例会に出席してロータ
リー活動を学ぶ）（月一回は、当クラブメンバーからベテランメンバーが新人
メンバーと一緒に出席して当例会時に感想を発表してもらう）

３. 楽しい例会を実施するために親睦委員会と協力して企画する。
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川内委員長】

スマイル委員会は、クラブ委員会の会員による「奉仕活動」をはじめ、様々な活

動に対しての資金源として、皆様からの浄財である「寄付金」が基になっており
ます。会員の皆様には、これからも委員会の趣旨をご理解の上、ご協力をお願い
致します。

【活動計画】毎週の通常例会に措きまして、出席いただきました会員の皆様に、善
意の「募金」をお願いいたしますが、金額の多少は関係ありませんので、協力を

川内会員

お願いいたします。又、募金と一緒にご面倒ですが、近状の事等を簡単でかまい

ませんから、コメントをお願いします。皆さんより頂いた、貴重なメッセージは
委員会のメンバーにより、心をこめて披露させていただきます。

【公共イメージ・広報委員会

徳永副委員長】

公共イメージの目的はそのロータリーへの理解を深め、各プログラムへの協力や
支援を助長することにあります。ロータリーの認知及

び理解を他者に深めるこ

とは会員増強にも繋がりロータリーの発展の礎と考えます。従来のメディア利用
のほかにスマホを利用してクラブ内の伝達はもとより Facebook を個々に利用して
ロータリアン以外の人々に広く行動を認知してもらうよう努めていきたいと思い
徳永会員

ます。

【活動計画】

１. クラブの FaceBook を立ち上げる
２. ホームページの充実化

３. 携帯メールによる各会員への伝達を充実させる
４. 会員に対して FaceBook の講習

【親睦委員会

原康二委員長】

親睦委員会の活動は、ロータリーの原点である親睦にあります。当委員会では、
会員・会員の家族・ゲストの方々等との親睦を深めるよう配慮し、楽しいロータリー
活動を目指します。

【活動計画】

１. 例会場の入り口での、会員、来訪者への笑顔でご挨拶、お迎えをする。
２. 夜間例会

７月２１日（金）

４. 家族親睦会

１２月１５日（金）

３. 花火大会

原康二会員

５. 夜間例会（新年会）
６. 納会

【友好クラブ

８月２５日（金）
１月１２日（金）
６月２１日（金）

杉崎委員長】

当クラブでは高山中央ロータリークラブと友好クラブの締結を結び、毎年交互に

訪問を継続しています。平塚北ロータリークラブと平塚西ロータリークラブとは、
親子兄弟クラブとして合同例会を開催して親睦を深めています。茅ヶ崎湘南ロー

タリークラブと藤沢湘南ロータリークラブとは、地区内グループを超えて湘南と
言う共通認識のもと合同例会を行っています。これからもより意義のある友好関
杉崎会員

係を築けるように、また、共同での奉仕活動ができるように検討していきたいと
思います。

【活動計画】

１. 平塚北・西・湘南ロータリークラブ合同例会

（ホストクラブ・西ロータリークラブ） ２０１８年４月予定

２. 茅ヶ崎・藤沢・平塚湘南ロータリークラブ合同例会

（ホストクラブ・藤沢湘南ロータリークラブ）２０１８年３月予定

３. 高山中央ロータリークラブ訪問

移動例会

２０１８年４月１４日（土）〜１５日（日）
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◎スマイル報告 【川内委員長】
三富会長

いよいよ本日、新年度の例会日になりました。少々緊張していますが、一年間皆様のご協力のも

近藤幹事

これから長 ----- い一年間、皆様のご協力を得て頑張りたいと思います。

芦川会員

と頑張ってまいります。よろしくお願い申し上げます。

本日より新年度。麻生パストガバナー補佐、田中・河合前会長・幹事ご苦労様でした。三富・近
藤新会長幹事、川内スマイル委員長頑張ってください。

麻生会員

お陰様で無事ガバナー補佐を終えることが出来ました。ありがとうございます。皆さんに粗品と

井出会員

新年度三富会長・近藤幹事頑張ってください。全国警察補導員功労賞銅賞を受賞いたしました。

小沢会員

テレビでは松居一代が出ていますね。船越さん、気の毒で見ていられません（泣）

柏木会員

三富会長、近藤幹事 1 年間よろしくお願いします。

笠原会員
河合会員

してロータリータオルをと考えております。ご笑納ください。
この賞に恥じないように頑張ります。

七夕は人がいっぱいなので厚木のサウナに行きます。

皆様、昨年度は色々と本当にお世話になりました！新年度の役員の方（特に近藤さん）一年間よ
ろしくお願いいたします。

川内会員

昨日からの九州の雨が心配です。七夕の前の雨のことを「洗車雨」と言うらしいです。織姫が彦

黒柳会員

三富年度スタートですね。順調に始まっているようですが、近藤幹事が完走できるか心配です。

杉崎会員

先日、初めて自宅で一人寝をしました。寂しいものですね。

佐藤会員
杉山会員

星に会いに行くので、洗車の水が雨を降らすらしい。今年度スマイル委員会よろしくお願いいた
します。

三富会長、近藤幹事いよいよスタートですね。大変だと思いますが楽しんで下さい。

今回が今年最初で最後の例会出席となりますが、三富会長、体に負担をかけず適度に手抜きをし
て一年間を頑張ってください。6 月 22 日私が理事長、古木さん細野さんが理事をしている専門学
校横浜ミュージックスクールの卒業生、二宮愛が帝劇ミュージカル「レ・ミゼラブル」ファンテー
ヌ役にて出演しました。楽屋は個室でした。

曽我会員

今日から新年度よろしくお願いいたします。七夕なので浴衣で参りました。明後日はみかんマル

高橋会員

新年度です。三富会長・近藤幹事一年間頑張ってください。

徳永会員

今日から七夕、我がクラブも三富・近藤丸の船出です。ロングビーチも明日プール開きです。

田中会員
中村会員
野崎会員

長谷川会員

シェです！みなさん応援にいらしてください！

こんにちは！三富会長・近藤幹事一年間頑張ってください。よろしくお願いします。

いよいよ三富丸が出航しました。一年間の長い航海です。近藤幹事共々健康には充分留意され荒
波を乗り切ってください。まずは 8 月 19 日の新事業の成功を祈念します。

今日から七夕まつり。3 日間好天気が久しぶりに期待できそうです。私も朝さっそく千人踊りを

平塚市議会チームとして踊ってきました。8 月 19 日（土）の日本舞踊のイベントもよろしくお願
いします。

三富会長、近藤幹事一年間頑張ってください。大いに期待しています！

原 ( 康 ) 会員 今年度親睦委員長になります。会長・幹事みなさまよろしくお願いします。
原 ( 茂 ) 会員 暑くて毎日大変です。
古木会員

細野会員

牧石会員

吉野会員

今年はＤｅＮＡベイスターズを応援しています。

直前田中会長・河合幹事お疲れ様でした。濃密な一年を有難うございました。三富会長、近藤幹

事頑張ってください。この前近藤幹事に幹事って官房長官みたいで一番すごい人だからと言って
おきました。

甥の嫁さんや娘が、今はやりの膝のあたりに大きいほころびのあるジーンズを履いているのです
が、お袋がそれを見ると、生活が苦しそうだなぁと、いつも言っています。ファッションだと言っ
てもわかってもらえません。

三富会長、近藤幹事、初めての例会ですね。どうぞ宜しくお願い致します。又、楽しい一年にしましょ
う！！

