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「横須賀北ロータリークラブの歌」
石井 伸二 会長
国際ロータリー第 2780 地区
ｶﾞﾊﾞﾅｰ 大谷 新一郎 様
第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

宮本

清志

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
宮本清志様

様

ｶﾞﾊﾞﾅｰ
大谷新一郎様

前島気功療法ｾﾝﾀｰ(OFFICE THEM)（入会予定者）
代表
前島
豊 様
青少年交換学生

ｴﾘｰｻﾞ･ｶﾘｰﾇ･ｱﾝｸﾙ
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)10 月 17 日
出席対象
総数
数
23 名
23 名
（前々回)10 月 3 日
出席対象
総数
数
23 名
23 名

さん

前島 豊 様

出席数
14 名
出席数
17 名

出席率
60.87％
出席率
73.91％
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メークア
ップ
5名
メークア
ップ
3名

計
19 名
計
20 名

修正出席
率
82.61％
修正出席
率
86.96％

「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
10/5 第 7・8・9 ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同新会員の集い 伊与田あさ子会員
10/12 三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 千葉 茂会員
10/12 第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会 千葉 茂会員
「ニコニコＢＯＸ」
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 大谷新一郎様
本日はｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問に参りました。森ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰにはいつもご指導頂いて
おり、感謝いたします。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 宮本清志様
今日はｶﾞﾊﾞﾅｰのお供で伺いました
三役
大谷ｶﾞﾊﾞﾅｰ、宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ようこそいらっしゃいました。本日はご
指導宜しくお願い致します。前島さんようこそいらっしゃいました
森
洋会員 大谷ｶﾞﾊﾞﾅｰ、宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐お役目ご苦労様です。
入会予定者前島さんようこそいらっしゃいました。
末永くお付き合いを！
福嶋義信会員 大谷新一郎ｶﾞﾊﾞﾅｰ本日はご指導宜しくお願い致します。
入会予定者前島 豊さんようこそ。
伊与田あさ子会員 大谷ｶﾞﾊﾞﾅｰ本日は公式訪問ありがとうございます。
前島様いらっしゃいませ。どうぞごゆっくりお過ごしください
ｴﾘちゃんいらっしゃい。日本の生活になれましたか
芹澤達之会員 大谷ｶﾞﾊﾞﾅｰ、本日はご指導宜しくお願い致します。
前島先生、これからも宜しくお願い致します
小菅健史会員 大谷ｶﾞﾊﾞﾅｰようこそ。本日は宜しくお願い致します。
宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 ご苦労様です。
入会予定者前島様 宜しくお願い致します
品川昌義会員 大谷ｶﾞﾊﾞﾅｰ 本日はお出で下さりまして大変嬉しいです。
宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 本日は宜しくお願い致します
竹永 薫会員 本日は国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区 大谷ｶﾞﾊﾞﾅｰご指導宜しくお願い致し
ます。
第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 宮本様 入会予定者の前島豊様、そして
ｴﾘｰｻﾞさんようこそいらっしゃいました
飯倉正俊会員 大谷ｶﾞﾊﾞﾅｰ 宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐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。
入会予定者前島様ようこそ ｴﾘｰｻﾞさんようこそ
ニコニコＢＯＸの合計は
ニコニコＢＯＸの合計は 18,000
18,000 円(累計 181,000
181,000 円)
財団 BOX の合計は 8,722 円（累計 37,622 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

ｴﾘｰｻﾞさんより
ﾊﾞﾅｰを贈られる

近況報告

前島 豊様のご紹介
芹澤達之会員

2

前島 豊 様

「会長あいさつ」
本日はｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問でございます。大谷ｶﾞﾊﾞﾅｰご指導宜しくお願い致します
「幹事報告」
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所よりご案内
①青少年交換「ｶｳﾝｾﾗｰ会議」｢懇親会｣「ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ」
日 時 １１月 ４日（土）①１４：３０～１５：３０ ｶｳﾝｾﾗｰ会議（６F）
②１４：３０～１５：３０ 来日学生懇親会（５F）
③１５：３０～１６：３０ ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ（６F）
場 所 藤沢駅南口第一相澤ﾋﾞﾙ５F 及び６F「会議室」
②ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰｾﾐﾅｰ
日 時 １１月１４日（火）登録１３：３０～ 開会１４：００～
会 場 藤沢商工会館ﾐﾅﾊﾟｰｸ６F 多目的ﾎｰﾙ１.２
③地区会員増強・会員維持ｾﾐﾅｰのご案内
日 時 １１月２４日（金）１５：００～１７：００（開場１４：３０）
場 所 鎌倉ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ（鎌倉市雪ノ下３３－６）
講演者 星野朝子氏 講演ﾀｲﾄﾙ｢ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略｣
会 費 ２，５００円（当日集金） （＊ご参加される会員の方は事務局まで）
締 切 １１月１０日（金）
◎国際ﾛｰﾀﾘｰ第２７８０地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ第２９回地区年次大会のご案内
日 時 １２月 ３日（日）１３：００登録
場 所 小田原箱根商工会議所
◎横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のお知らせ受領
◎回覧 ①ﾊｲﾗｲﾄよねやま 211
②週報（横須賀ＲＣ・横須賀西ＲＣ・横須賀南西ＲＣ）
③新年家族会のご案内
④しずくちゃん募金活動ご協力のお願い
⑤ｼﾆｱのための健康講座出欠回覧
◎本日は最終例会ですので財団 BOX を廻します。御協力宜しくお願い致します
｢スピーチ｣

【国際ロータリー第 2780 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ
大谷 新一郎 様】
皆様こんにちは
2017-18年度2780地区ｶﾞﾊﾞﾅｰを務めさせて頂きます相模原南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗ
ﾌﾞに所属の大谷新一郎でございます。
私は森ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰの年度にｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を務めさせて頂きご指導い
ただきました。それからﾛｰﾀﾘｰが大変好きになりました。
今年度は森ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰはじめ小菅会員、伊与田会員、芹澤会員、前川会員には地区
の委員会運営にご尽力いただき感謝しております。9月17日・18日の地区大会も御協
力頂きつつがなく終了いたしました。ありがとうございました
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それでは2017-18年度RI会長のｲｱﾝH．S．ﾗｲｽﾞﾘｰさんをご紹介いたします
2017-18 年度 RI 会長のｲｱﾝ H．S．ﾗｲｽﾞﾘｰ氏はｵｰｽﾄﾗｼｱ出身、公認会計士、
いつもﾆｺﾆｺされている心の温かい包容力のある方です

【2017-18 年度 RI 会長 RI 会長のﾃｰﾏ】
会長のﾃｰﾏ】
「Rotary：Making a Difference」
「ﾛｰﾀﾘｰ：変化をもたらす」
2017～
2017～18 年度「ﾛｰﾀﾘｰとは何ですか｣という問いに
私たちは｢ﾛｰﾀﾘｰ：変化をもたらす｣というﾃｰﾏで答えます
それぞれどのような方法で奉仕することを選んだとしても、その理由は、奉仕を通
じて人々の人生に変化をもたらせると信じているからです。新しい学校を作ったり衛
生設備を改善したりする奉仕活動が、人数が多かろうが少なかろうが、誰かの人生を
より良くしているのだと知っています。
ﾛｰﾀﾘｰは１１２年の豊かな歴史があります。この間ﾛｰﾀﾘｰには、徐々に成長し、成熟
し。会員と地域社会の変わりゆくﾆｰｽﾞに対応しながら、ある意味で大きく変わりまし
た。しかし、その根底にあるものは同じです。それは地域社会と世界に変化を生み出
したいという願い、そして、ﾛｰﾀﾘｰを通じてそれぞれを実現できるようになった人が
集まった組織だということです。｢ﾛｰﾀﾘｰとは何ですか｣という問いに私たちは行動を
持って答えます。奉仕を通じて変化をもたらすことによって。

【20172017-18年度
18年度 地区方針
地区方針 6項目】
項目】
〈Ⅰ 増強を最重点にします〉
増強を最重点にします〉
● 女性会員と若い会員の増強を軸に会員 50 名以下のｸﾗﾌﾞは 1 名以上
● 51 名以上のｸﾗﾌﾞは 2 名以上を継続
（ｸﾗﾌﾞの現状をしっかり理解、把握した上で増強・会員維持を行う）
①世界の会員数の推移（直近の世界の会員数の推移をｸﾞﾗﾌで）
②日本の会員数の推移（直近の日本の会員数をｸﾞﾗﾌで）
③女性の会員数の推移（直近の地区の会員数の推移をｸﾞﾗﾌで）
④第 2 ｿﾞｰﾝの現状
〈Ⅱ 戦略計画の実行〉
戦略計画の実行〉
●公共ｲﾒｰｼﾞと認知度の向上（ﾒﾃﾞｨｱとの連携）を重点に
（より認知度を向上させ増強につなげる。世界を変えたﾄｯﾌﾟ 10 で 3 位・ﾁｬﾘ
ﾃｨﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰで 4 つ星を獲得））
●長期計画目標と実行（10 年後のｲﾒｰｼﾞ）
〈Ⅲ 財団〉
財団〉
（平和への貢献・寄付という表現ではなく、奉仕活動への資金源であり
践への貯金）
●R 財団寄付 目標
年次寄付
200 ㌦以上／1 人
ﾎﾟﾘｵ寄付
40 ㌦以上（ﾌﾘｰまでの理解）
恒久基金寄付 1,000 ㌦以上／1 ｸﾗﾌﾞ
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奉仕の実

●財団の活用：地区補助金・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金の積極的利用
（2017～18 年度地区補助金 89,600 ㌦）
●米山記念奨学会寄付
20,000 円以上／1 人
①ﾎﾟﾘｵ寄付
（当地区では 2013－14 年度より、ﾎﾟﾘｵ撲滅活動の一環として、相澤 PG を
中心とした行動ﾁｰﾑを構成してｲﾝﾄﾞへのﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝ投与を継続して実施し
ております
②財団基金の活用
（歴史的な節目となるこの年度、ﾛｰﾀﾘｰ財団では、年次基金、恒久基金、
ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ基金への寄付の合計目標を 3 億㌦としました。）
③米山記念奨学会寄付
〈Ⅳ ＲＩ会長賞〉
ＲＩ会長賞〉
●3つの戦略的目標のうち各4項目
①ｸﾗﾌﾞのｻﾎﾟｰﾄと強化
②人道的奉仕の重点化と増加
ﾛｰﾀﾘｰ公共ｲﾒｰｼﾞと認知度の向上
〈Ⅴ ﾏｲﾛｰﾀﾘｰの登録率向上〉
ﾏｲﾛｰﾀﾘｰの登録率向上〉
●My ROTARYは、ﾛｰﾀﾘｰ会員向けの情報やﾂｰﾙです
ROTARYは、ﾛｰﾀﾘｰ会員向けの情報やﾂｰﾙです
現在登録は18.3％ 各ｸﾗﾌﾞ25％以上を目標に）
①My Rotaryを利用しましょう！
●My ROTARYへは、まず、ｱｶｳﾝﾄ登録から・・・
〈Ⅵ

柔軟性の正しい理解〉
柔軟性の正しい理解〉
●2016 年規定審議会
柔軟性の導入はｸﾗﾌﾞの自主性においてｸﾗﾌﾞ総意で決定して頂きたい。
「柔軟性の導入」は厳しくすることも緩和することもできます。つまり決し
て緩和だけではありません。また導入によって成果が出なければ意味があ
りません）

～例 会 風 景～

5

