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「君 が 代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
千葉 茂 会長
国際ロータリー第２７８０地区第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 小林 康記 様

小林康記ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

ビジター
誕生日祝
品川 昌義 会員（１０月 ３日生）
入会記念日のお祝い 石井 伸二 会員（１９８７年１０月 ６日）
小菅 健史 会員（２００８年１０月 ７日）
竹永
薫 会員（２０１３年１０月１５日）
｢出席報告｣
(本日)10 月 8 日
出席対象
総数
数
27 名
26 名
（前々回)9 月 10 日
出席対象
総数
数
28 名
26 名

出席数
19 名
出席数
15 名

出席率
73.08％
出席率
57.69％
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メークア
ップ
2名
メークア
ップ
3名

計
21 名
計
18 名

修正出席
率
80.77％
修正出席
率
69.23％

「メーキャップされた会員」
10/7 地区大会親睦ｺﾞﾙﾌ大会
小菅健史会員 山田秀雄会員 前川永久会員 武藤修儀会員
「ニコニコＢＯＸ」
第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 小林康記様
本日はお邪魔させて頂きます。宜しくお願い致します
三役
第２７８０地区第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐小林康記様
ようこそおいで下さいました。本日のｽﾋﾟｰﾁ宜しくお
願い致します。
品川会員 誕生日祝いおめでとうございます。
石井会員 小菅会員 竹永会員入会記念おめでとう
ございます
森
洋会員 小林康記ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 本日はご指導宜しくお願い致します
福嶋義信会員 小林康記ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐をお迎えして。宜しくお願い致します
石井伸二会員 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 小林康記様今日は宜しくお願い致します。
入会記念を祝って頂いてありがとうございます
小菅健史会員 国際ﾛｰﾀﾘｰ第２７８０地区第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐小林康記様ようこそ。
本日は宜しくお願い致します。
品川会員 お誕生日おめでとうございます
御子柴智義会員 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐小林康記様 本日は宜しくお願い致します
伊与田あさ子会員 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐小林康記様 ようこそいらっしゃいませ。
ご指導宜しくお願い致します
髙田源太会員 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐小林康記様 本日は宜しくお願い致します
飯倉正俊会員 小林康記ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 ようこそいらして頂きました。
小菅委員長「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介宜しくお願い致します
佐々木佑倫会員 小林康記ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 ご指導の程宜しくお願い致します。
品川会員お誕生日おめでとうございます。素晴らしい１年になります
ようお祈り申し上げます。
武藤修儀会員 小林康記ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 ようこそお越し頂きました。
品川会員 お誕生日おめでとうございます。
石井会員 小菅会員 竹永会員入会記念おめでとうございます。
小菅雑誌委員長「ﾛｰﾀﾘｰの友１０月号」の紹介楽しみにしております
ニコニコＢＯＸの合計は 17,000 円(累計 169,000 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
誕生日祝
品川昌義会員
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米山特別功労者
品川昌義会員

「会長あいさつ」
・今月は次週例会が河口湖ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞへ訪問例会
２２日（火）は２０日（日）地区大会の振替休会となっておりまし
て、この会場での例会は１０月２９日（火）となります。
また１１月５日（火）はｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問となっております。多くの
会員の方のご出席を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
①２０２０-２１実施年度向け第１回補助金説明会のご案内
日 時 １０月２６日（土）１３：００～１５：００
場 所 JR 藤沢駅南口 第一相澤ﾋﾞﾙ３階 会議室
②公共ｲﾒｰｼﾞ・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ合同ｾﾐﾅｰのご案内
日 時 １１月１５日（金）１３：００～１７：００
場 所 ﾐﾅﾊﾟｰｸ６F JR 藤沢駅北口より３分
③新会員の集い（会員増強・維持ｾﾐﾅｰ）のご案内
日 時 １２月７日（土）１４：００開会～２０：００閉会
会 場 藤沢商工会議所「ﾐﾅﾊﾟｰｸ」６階多目的ﾎｰﾙ①～③
内 容 講演、ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ、大懇親会、その他
資 格 入会３年目までの会員、及び会員候補者、ｸﾗﾌﾞ会長、担当委員長
◎ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会より品川昌義会員へ特別寄付感謝状が届いております
◎１０月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは 1 ㌦１０８円（現行１０６円）です
◎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
①２０２０年夏出発ﾛｰﾀﾘｰ青少年交換学生募集要項
②２０１８-２０１９年度地区資金会計報告書
③２０１８年度決算報告・事業報告書（米山記念奨学会）
④横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報
◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友１０月号 ②２１９-２０年度版米山記念奨学事業豆辞典
◎１０月１日付で第２期会費のご請求をさせて頂きましたので宜しくお取り計らい
の程お願い申し上げます
◎本日例会終了後定例理事会がございます。関係理事の方は宜しくお願い致します
◎「２０１９Y･ﾌｪｽﾀ追浜」花火大会は台風１５号により観覧会場周辺一部損壊するな
どの被害を受けたため中止となりました。駅前会場「ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟﾚｰﾄﾞ」日産会場「秋
まつり in 日産」は開催されます
◎１０月１５日（火）河口湖訪問例会は旧湘南信用金庫追浜支店前に ９：００集合
・出発となっております。会費は３０，０００円です
◎１０月２０日（日）地区大会は旧湘南信用金庫追浜支店前に ９：３０集合・出発
となっております
｢スピーチ｣

【ﾛｰﾀﾘｰの友１０月号紹介

小菅

健史

雑誌委員長】

横 P３ RI 会長ﾒｯｾｰｼﾞ
ﾛｰﾀﾘｰの長年にわたるﾎﾟﾘｵとの闘いは何十年もの間ﾛｰﾀﾘｰの代名詞
となってきました。ﾎﾟﾘｵ根絶活動は著しく前進しています
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１０月２４日の世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰは世界中のﾛｰﾀﾘｱﾝが一緒になってﾎﾟﾘｵ根絶活動の成果を
たたえﾎﾟﾘｵをこの世から永遠に消し去るために必要な今後の行動を計画する日です。
ｷｰﾜｰﾄﾞは「行動」です
横 P8-18 RI ﾏｰｸ・ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾏﾛｰﾆｰ会長来日
・日本のﾛｰﾀﾘｰの皆さんへ 会長年度の最初の海外訪問の地に日本を選びました。
日本の各地でﾛｰﾀﾘｱﾝに出会い 活動をみることが出来ました
・海外では珍しいＩＭ（ｲﾝﾀｰｼﾃｨ―ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）に参加 八戸中央 RC
・ﾛｰﾀﾘｰと地域とのつながりを実感 福島ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ RC
・RI 会長の熱いｽﾋﾟｰﾁに大感動 東京でおもてなし 東京恵比寿 RC
・ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞの認証伝達式 会長自ら全員にﾊﾞｯｼﾞを贈呈 鎌倉 RC
横 P26 第２７８０地区学友会
ﾛｰﾀﾘｰの理解を深め合う
第２７８０地区ﾛｰﾀﾘｰ学友 柚木裕子(かながわ湘南 RC)
横 P30 座談会「１００年史」編纂の現場から
「ﾛｰﾀﾘｰ日本１００年史｣の刊行に向けて
横 P44 ありがとうﾛｰﾀﾘｱﾝ ありがとうﾛｰﾀﾘｰ財団
宮城県南三陸町長 RI 日本事務局来局

【国際ロータリー第２７８０地区第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 小林 康記 様】
皆様こんにちは。本日はｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問にお伺いいたしました
2019-20 年度 第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を務めます横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの
小林康記でございます。宜しくお願い致します
2019-20年度2780地区ｶﾞﾊﾞﾅｰの杉岡芳樹氏は相模原ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞに所属
し、ＬＰｶﾞｽ供給
相模ｶﾞｽ株式会社の代表取締役です。ﾛｰﾀﾘｰ歴は1996年3月に入会、
2007年～2008年度相模原ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの会長をご経験されています
2019-20年度2780地区の運営方針は
１. ＲＩ会長ﾃｰﾏおよび強調事項の推進
２. ＲＩﾛｰﾀﾘｰ賞への積極的なﾁｬﾚﾝｼﾞ
ﾛｰﾀﾘｰ賞は、ｸﾗﾌﾞ活性化の明確な指標となっている。各ｸﾗﾌﾞが指定された項目を
ｸﾗﾌﾞの計画にあげ、受賞資格を得る活動がなされるよう奨励する。
３. 新しいＲＩ戦略計画の推進
・より大きなｲﾝﾊﾟｸﾄをもたらす
・参加者の基盤を広げる
・参加者の積極的なかかわりを促す
・適応力を高める
４. 会員増強・会員維持・ｸﾗﾌﾞ拡大
・女性会員や４０歳未満の会員の入会、またﾛｰﾀｰｱｸﾀｰのﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞへの入会を促す。
・各ｸﾗﾌﾞ２名以上の純増を
・既存会員の維持
・新ｸﾗﾌﾞ（衛星ｸﾗﾌﾞを含む）の拡大
５. 新世代育成の推進
・ｲﾝﾀｰｱｸﾄ、ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞへの支援および協力の強化。また、ﾛｰﾀﾘｰ賞受賞に向け、指
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定された項目をｸﾗﾌﾞで実行するよう奨励する。
・ｲﾝﾀｰｱｸﾄ、ﾛｰﾀｰｱｸﾄの新ｸﾗﾌﾞ拡大
・若い職業人、若い世代のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの養成（RYLA の実施）
６. 地区ﾋﾞｼﾞｮﾝおよびｸﾗﾌﾞﾋﾞｼﾞｮﾝの策定の推進
・戦略計画を基礎として、地区およびｸﾗﾌﾞの中期ﾋﾞｼﾞｮﾝを策定してください。ｸﾗﾌﾞに
おいては、戦略計画委員会または長期計画委員会等の委員会を立ち上げ、または活
性化して、ｸﾗﾌﾞの将来のあるべき姿を描き、その実現に向けての行動計画を立てて
いただきたい。
７. 奉仕活動推進のためのﾛｰﾀﾘｰ財団への年次寄付
・年次寄付 200 ドル以上／1 名
・ﾎﾟﾘｵ寄付 40 ドル以上／1 名
・恒久基金 1,000 ドル以上／1 クラブ
８. 米山奨学会寄付
・20,000 円以上／1 名
９. 公共ｲﾒｰｼﾞ向上に向けて
・ﾛｰﾀﾘｰの認識を高め、「世界を変える行動人」（ PEOPLE OF ACTION ）ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
を促進する
＊杉岡芳樹ｶﾞﾊﾞﾅｰよりﾋﾞﾃﾞｵﾚﾀｰ

行事予定
〈クラブ〉
２０１９年
１０月 １日（火）休
会 定款第６条第１節による
８日（火）通常例会 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐公式訪問 小林康記ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
「Ｒの友」紹介 小菅健史 雑誌委員長
第４回定例理事会 13：40～14：30
１５日（火）移動例会 山梨県河口湖ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ訪問例会
１４日（月）～１５日（火）一泊旅行
２０日（日）地区大会
２２日（火）振替休会 地区大会の振替
２９日（火）通常例会 ｸﾗﾌﾞ協議会
１１月 ５日（火）通常例会 ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 ｶﾞﾊﾞﾅｰ 杉岡芳樹様
１２日（火）移動例会 ｼﾆｱのための健康講座 昼食「とんかつ勝」12：30～
第５回定例理事会
１９日（火）通常例会 卓話 山田秀雄会員
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