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９月 ２０日『火曜日』横須賀北ＲＣ

「それでこそロータリー」
芹澤 達之 会長
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区
ｶﾞﾊﾞﾅｰ 佐野
第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

英之 様

伊与田あさ子様
ｶﾞﾊﾞﾅｰ
佐野 英之様

ビジター
誕生日祝
入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い
｢出席報告｣
(本日)9 月 20 日
出席対象
総数
数
24 名
24 名
（前々回)9 月 6 日
出席対象
総数
数
24 名
24 名

出席数
18 名
出席数
18 名

出席率
75.00％
出席率
75.00％
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メークア
ップ
0名
メークア
ップ
1名

計
18 名
計
19 名

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
伊与田あさ子様

修正出席
率
75.00％
修正出席
率
79.17％

「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
9/13 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会
伊与田あさ子ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 竹永 薫補佐付副幹事
芹澤 達之会長 小菅 健史副会長 前川 永久幹事
9/15 三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 伊与田あさ子ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
「ニコニコＢＯＸ」
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ佐野 英之様（秦野ＲＣ）
台風来襲前日の公式訪問です。森 PG を初め多数の知人の居る横須賀北ＲＣ
本日は宜しくお願い申し上げます
第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 伊与田あさ子様
本日は天候の悪い中ｶﾞﾊﾞﾅｰをお迎えし、大変光栄でございます。
第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐として出席させて頂きます
三役
ｶﾞﾊﾞﾅｰ佐野英之様、第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐伊与田あさ子様をお迎えし
て。ご指導宜しくお願い致します
森
洋会員 佐野ｶﾞﾊﾞﾅｰ ようこそいらっしゃいました。ご指導宜しくお願い致し
ます。いつも伊与田ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐がお世話になりありがとうございます
福嶋義信会員 佐野英之ｶﾞﾊﾞﾅｰをお迎えして
石井伸二会員 佐野英之ｶﾞﾊﾞﾅｰ 今日はありがとうございます。宜しくお願いします
御子柴智義会員 2780 地区佐野ｶﾞﾊﾞﾅｰ本日はよろしくご指導お願い申し上げます
品川昌義会員 佐野ｶﾞﾊﾞﾅｰよくお出で下さいました。大変なﾛｰﾀﾘｰ訪問本当にご苦労
様です。第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐伊与田あさ子様ご苦労様です。忙しい
ので健康に気を付けてください
千葉 茂会員 国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ佐野英之様、本日はどうぞ宜しくお願い
致します。
第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐伊与田あさ子様 宜しくお願い致します
竹永 薫会員 本日は雨の中 国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ佐野英之様ようこそい
らっしゃいました。お話楽しみにしています
飯倉正俊会員 第 2780 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 佐野英之様、本日は宜しくお願い致します。
第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 伊与田あさ子様 本日は宜しくお願い致し
ます
海老名敬子会員 佐野ｶﾞﾊﾞﾅｰようこそいらっしゃいました。宜しくお願い致します
先週は欠席をいたしまして失礼いたしました
ニコニコＢＯＸの合計は 18,000
18,000 円(累計 163,000
163,000 円)
ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します

ﾆｺﾆｺ報告
海老名敬子 SAA

出席報告
小出純子会員
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「会長あいさつ」
台風が近づいているという予報でしたが、こうしてｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問を行うことが出
来ました。佐野英之ｶﾞﾊﾞﾅｰ 本日はご指導宜しくお願い申し上げます。
当ｸﾗﾌﾞの新会員のご紹介をさせて頂きます。飯倉正俊会員、高田源太会員です
宜しくお願い致します
「幹事報告」
◎横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のご案内受領
◎横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会変更のお知らせ受領
◎回覧 ①横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより週報
｢スピーチ｣

【国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ佐野英之様のご紹介】
第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 伊与田あさ子
・昭和 18 年(1943 年)8 月 12 日生まれ
・京王義塾大学法学部政治学科卒
・金井酒造 代表取締役 ５代目当主

秦野ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ所属

〈ﾛｰﾀﾘｰ歴〉
・1983 年 10 月 25 日秦野ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ入会
・2001~2002 年度秦野ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長
・その後も数々の地区委員、委員長を努められ、2007~2008 年には、GSE 団長とし
てｱﾒﾘｶ､ｶﾙﾌｫﾙﾆｱ州へ派遣されました。
・2014~2015 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ、ｵﾝﾂｰ･ｿｳﾙ国際大会委員長を努められました。
ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ､ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾌｪﾛｰ､ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ､ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰ､ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ｿｻｴﾃｨ会員、米山功労
者を受けられております。

【国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区

ｶﾞﾊﾞﾅｰ 佐野 英之 様】

皆様こんにちは。ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問も３カ月が過ぎました。各ｸﾗﾌﾞ
を訪問するたびに緊張しておりますが、森ＰＧはじめ多数の知人の
居る横須賀北ＲＣの公式訪問ということで大変緊張しております。
昨年度 ｵﾝﾂｰ･ｿｳﾙ国際大会委員長を務めさせていただきました。
沢山の参加者で成功裡に終わりました事 皆様のご協力に感謝して
おります。ありがとうございました。

〈RI 会長 ｼﾞｮﾝ F・ｼﾞｬｰﾑ氏の紹介
・ｼﾞｬｰﾑ氏の紹介〉
氏の紹介〉
所属ｸﾗﾌﾞ：CHATTANOOGA ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 国籍： 米国（ﾃﾈｼｰ州）
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞのｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ会社、Campbell and Associates 社の理事兼 CEO。
同社に入社前は空軍に４年間在籍。
年齢は７８歳、身長１９０以上 体重１１０㌔以上の大変大柄な方です
現在、ﾛｰﾀﾘｰはとても大事なときを迎えています。今はいろいろな意味で今後を決
定づける歴史的な節目です。私たちは力を合わせ、世界に重要な奉仕を行ってきまし
た。そして、今、世界の行く末は、私たちのさらなる奉仕にかかっています。世界で
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もっと大きな「よいこと」の推進力になるために、固い決意と熱意でﾎﾟﾘｵ撲滅を成し
遂げ、勢いをつけてﾛｰﾀﾘｰを更に前進させながら、これまでの成功をﾊﾞﾈに飛躍すると
きが来たのです。
ﾎﾟﾘｵ撲滅から私たちが学んだ多くのことの中で、最も大切ながら最もｼﾝﾌﾟﾙなこと、
それはﾛｰﾀﾘｰ全体の発展を望むなら全員が同じ方向に進まなければならないというこ
とです。ｸﾗﾌﾞ、地区、ＲＩのﾚﾍﾞﾙにおけるﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの継続は、ﾛｰﾀﾘｰを繁栄させ、そ
の秘めたる可能性を最大限に発揮する唯一の方法です。新会員の入会や新ｸﾗﾌﾞの結成
だけだは十分ではありません。私たちが目指すのは、単にﾛｰﾀﾘｱﾝの数を増やすことで
はなく、ﾛｰﾀﾘｰによる善き活動をより多く実現させ、将来にﾛｰﾀﾘｰのﾘｰﾀﾞｰとなれるﾛｰﾀ
ﾘｱﾝを増やすことです。
ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽは晩年、ﾛｰﾀﾘｰ設立の経緯について振り返り、次のようにつづっています。
「個人の努力はここのﾆｰｽﾞに向けることが出来ます。しかし、大勢の努力の結集は、
人類の奉仕に捧げなければなりません。結集された努力に限界というものはありませ
ん」。いつの日か１２０万人以上のﾛｰﾀﾘｱﾝが一体となり、ﾛｰﾀﾘｰ財団や各自のﾘｿｰｽを駆
使して人類の奉仕に取り組むことになろうとは、ﾊﾘｽも想像しなかったでしょう。そ
のようなﾛｰﾀﾘｰに対してﾊﾘｽがどんな奉仕を期待するのか、私たちは想像するしかあり
ません。
「人類に奉仕するﾛｰﾀﾘｰ」の伝統を継承する名誉を授けられた私たちには、こ
のような奉仕を行っていく責務があるのです。
１１１年の歴史の中で、ﾛｰﾀﾘｰは多くの人に多くの意味を持ってきました。会員は、
ﾛｰﾀﾘｰを通じて友人と出会い、地域社会とつながり、目的意識を持ち、人々との絆を
育み、ｷｬﾘｱを築き、ほかでは味わえない貴重な経験をしてきました。毎週、世界 34,000
以上のｸﾗﾌﾞのﾛｰﾀﾘｱﾝが、語らい、笑い、ｱｲﾃﾞｱを分かち合うために集います。しかし、
私たちが集う一番の理由は、最も大切な目標、すなわち「奉仕」のためです。
〈２０１６－１７年度地区運営方針〉
２０１６－１７年度地区運営方針〉
ｼﾞｮﾝ・ｼﾞｬｰﾑ RI 会長のﾃｰﾏ「人類に奉仕するﾛｰﾀﾘｰ」の方針に沿って、地区の実情を
踏まえ、2016‐17 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰとして全力を尽くしたいと思っておりますので、ご理
解・ご協力をお願いいたします。
〈ﾘｰﾀﾞｰとしての三要素〉
①常に紳士的である
②誰にでも親身である
③何にでも達成することができる
〈戦略計画の継続〉
戦略計画の継続〉
ＲＩの戦略計画は、ﾛｰﾀﾘｰ活動の基本理念である中核的価値感と具体的な実践目標
である 3 つの要点から成り立っています。
ﾛｰﾀﾘｰ活動に於ける「理念と実践」はとても重要な要素であります。理念のない実
践は、活動の価値がなく、実践しない理念だけの活動は空虚です。理念と実践を調和
させて活動することが重要だと思います。
会員の３つの義務、すなわち、会費の納入、例会への出席、
「ﾛｰﾀﾘｰの友」や「ｶﾞﾊﾞ
ﾅｰ月信」を購読することが義務付けられていますが、加えて、奉仕活動に積極的に参
加することをＲＩは推奨しています。
ﾛｰﾀﾘｰは職業人の集まりです。そして会員の職業は多様性に富み、高潔性、倫理観
を重んじ、ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟに優れた方々であります。
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さらに奉仕を通じて親睦を育み、親睦を通じて奉仕を実践する団体がﾛｰﾀﾘｰであり
これこそが中核となる価値観であると思います。
《会員増強と維持》
・７５名増
・特に、①女性会員の増強／②現会員を維持し／③40 歳未満の会員の増強に力を
入れる
・新会員対策としてｸﾗﾌﾞ奉仕委員会と協力し、各ｸﾞﾙｰﾌﾟで 2 回以上の研修会を開催
する
＊会員の皆様にはｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を通じて地区とｸﾗﾌﾞの絆をより強くし、風通し
の良いｸﾗﾌﾞを作って頂きたいと思います
《公共ｲﾒｰｼﾞ》
・各地のｲﾍﾞﾝﾄとの取り組み、ﾎﾟﾘｵ撲滅ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの展開。
・ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰを実施し、ﾛｰﾀﾘｰの認知度の高揚。全ｸﾗﾌﾞの取り組み
・財団 100 周年に就いて、各ｸﾗﾌﾞｲﾍﾞﾝﾄ開催を目指す。地元ﾒﾃﾞｨｱに取り上げて貰う
＊地区大会財団１００周年記念「ﾛｰﾀﾘｰの夢を次世代へ」開催
日 時：１０月１６日（日）９：３０～
場 所：秦野市文化会館「小ホール」
《財団／米山への寄付》
・年次寄付・・・・・一人当たり 200 ㌦以上
・ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ寄付・・・一人当たり 40 ドル以上
・ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ寄付・・・1 ｸﾗﾌﾞ 1000 ㌦以上
・地区から大口寄付 2 名以上、ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰ 5 名以上､ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ・ｿｻｪﾃｨ会員 5 名以上
・財団 100 周年を記念し、全ｸﾗﾌﾞより過去 5 年間で寄付額を最高額に達成するよう
に努力する。
・米山記念奨学金寄付・・・一人当たり 20,000 円以上
《ｵﾝﾗｲﾝﾂｰﾙの利用》
・My Rotary の活用
【創設者ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽの名言】
創設者ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽの名言】
『世界は常に変化している。ﾛｰﾀﾘｰは世界と共に変化して成長していかなければなら
ない｡ﾛｰﾀﾘｰの物語は幾度も書き換えられなければならない。』
この言葉を心にとめておいて頂ければ幸いです
＊ｸﾗﾌﾞ会員さんはもとより、ｸﾗﾌﾞ・地区が、本年度益々活性化することを望んでおり
ます
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