人類への奉仕はロータリーの礎であり、世界
で意義ある奉仕を行う最善の道はロータリ
ー会員になることである。
国際ロータリー会長
ジョン F．ジャーム

国際ロ－タリ－２７８０地区

小こ
八木 勉会長

第 1072 回
司会

井上

会長挨拶

事務所・例会場

会長
八木 勉
幹事
高橋幸一
会報委員長 具 尚禮
会報発行
事務局

津久井商工会館 2F

TEL

042-780-0201

FAX

042-850-4830

毎週木曜日

時間

12：30~13：30

例会日

Ｅ-mail

trc@club.email.ne.jp

平成 28 年 7 月 21 日(木曜日)《3》

旭 SAA

八木

相模原市緑区中野 1029

会長

八木

勉会長

本日は佐野ガバナー、佐藤ガバナー補佐、足
元の悪い中ようこそお越し下さいました。
今日は RI 会長の掲げているテーマについてお
話をしたいと思います。
皆様もご存じのように今年度のテーマは『人
類に奉仕するロータリー』です。
「人類への奉仕
はロータリーの礎であり、今日の世界で意義あ
る奉仕を行う最善の道はロータリー会員になる
ことであると、私は信じています。また、世界
に確かな変化をもたらすために、ロータリーほ
ど優位な立場にある団体はないと考えていま
す」と言っています。
RI 会長のテーマを受け私は地域のため、そし
て世界のためロータリアンが奉仕に参加し、ロ
ータリーを楽しみ、クラブが元気に活動するこ
とで地域も元気にしたいとと思います。地域で
の奉仕が世界に繋がっていくことを願っており
ます。
本年度当クラブとしては、会員増強、財団及
び米山奨学会への支援はもちろん、前年度申請
した地区補助金を活用し、地域に根ざした奉仕
活動に取り組みたいと考えております。会員の

勉会長

斉唱

我等の生業

皆様にはそれぞれの立場で出来ることを積極的に
行って頂き、皆で楽しみながら参加できるクラブ
運営をこれからも続けていきたいと思います。

幹事報告

高橋幸一幹事

週報受領
相模原 RC 相模原南 RC
ロータリー関係受領書類
ガバナー事務所
地区大会親睦ゴルフコンペ開催案内
米山学友会クリーンキャンペーン開催案内
2017－18 年度ロータリー奨学生募集案内
米山奨学セミナー＆カウンセラー研修会開催案内
相模原橋本 RC
七夕祭りエンドポリオキャンペーン案内通知
相模原西 RC
サマーわぁ！二バルエンドポリオキャンペー
ン案内通知
第 5 グループガバナー補佐
8 月度会長幹事会開催案内
相模原柴胡 RC
IM 報告書
相模原中 RC 相模原柴胡 RC 相模原南 RC
津久井 RC

活動計画書

【出席報告者

水野

茂委員長】

現在会員数

出席対象数

本会出席数

本会欠席数

本会出席率

前回修正出席率

前々回修正出席率

17

14

13

1

92.86％

100％

100％

本日欠席者

田畑会員

その他の受領書類
津久井商工会青年部
第 3 回やまびこオープン津久井商工会親睦ゴル
フコンペ開催案内

ゲスト紹介
佐野
佐藤

英之
忠

様
様

秦野 RC
相模原東 RC

ベネファクター表彰
小山

里枝

会員

ガバナー公式訪問
ソウル世界大会
ガバナー紹介
お礼
佐藤 忠ガバナー補佐
佐野ガバナーがどういう方であるのか皆さん
にご紹介いたします。皆さんすでにご存じのよ
うにロータリーの友でガバナーご夫妻の写真入
りで紹介されていますが、更に事細かく紹介を
させて頂きます。
まず人柄ですが、大変温厚でソフトまた非常
に几帳面で責任感が強い方であります。お酒を
一滴も飲めないとのことですが、しかしながら
職業は酒の醸造業です。また趣味は顔にお似合
いでクラッシック音楽鑑賞だそうです。
所属クラブは秦野ロータリークラブで、職業
の役職は㈲金井酒造店代表取締役、明治元年創
業の 5 代目当主、学歴は慶応義塾大学法学部政
治学科卒であります。
ロータリー歴は 1983 年に秦野ロータリーク
ラブに入会、2001～2002 年度にクラブ会長、
2007～2008 年度に地区研究グループ交換団長
として第 5260 地区へ派遣、2011～2012 年度に
第 7 グループガバナー補佐、2015～2016 年度ガ
バナーエレクト、オンツー・ソウル国際大会委
員長、そして今年度第 2780 地区のガバナーにな
られました。
地域団体等役職も多数やっておられ、現在は
秦野観光推奨品のれん会理事長、秦野市商工会
議所副会頭であります。
以上簡単ではありますが、ガバナーの紹介と
させて頂きます。

卓話

前年度会出席者表彰
ソウル世界大会
小川 洋一
会員（設立以来）
佐藤祐一郎
お礼
会員
八木
小山
森田

勉
里枝
正紀

会員
会員（入会以来）
会員（入会以来）

佐野

英之ガバナー

皆さん、こんにちは。この会場は初めてです
が、こちらに移る前の会場には会員増強委員長
として訪問したことがあります。
その頃に比べると道路が大変便利になり、随
分早く来れるようになりました。
先ほど八木会長と高橋幹事からクラブの運営
方針や問題点などをお聴きしました。
本年度は佐藤さんが地区研修委員、小山さん
は地区クラブ奉仕委員と地区に対してご協力頂
きまして、お礼申し上げます。
人口減少などの問題もあり、会員増強も難し
さがあると思いますが、設立して 23 年間やって
こられた歴史を今後さらに長く続けられるよう
頑張って頂きたいと思います。
佐藤ガバナー補佐が私の紹介をしましたが、
私は酒を飲めないわけではありません。私は車
の運転が好きで、運転する時は絶対に飲まない
ようにしているため、普段はほとんど飲みませ
ん。また酒屋の宿命で利き酒をしなければなり
ませんが、口に含むだけで飲みません。しかし
飲めることは事実です。

趣味としてはドライブです。車は本当に好き
で、昔からラリーもやっていました。この近辺
の山道も走った経験がありますし、運転には自
信を持っています。
2016-17 年度 RI 会長の「人類に奉仕するロー
タリー」について説明をします。まずジョーン
F・ジャーム氏の人間性をお話したいと思いま
す。現在アメリカ、テネシー州のチャタヌーガ
ロータリークラブに 35 年位在籍しています。
ジャーム氏は趣味がなく、仕事が趣味で娯楽
だと言っているそうです。そして伝統的な募金
の達人であり、ポリオ撲滅キャンペーンで 2 億
ドルチャレンジの先頭に立ち、達成させた人だ
ということです。
ジャーム氏の生い立ちですが、石職人の貧し
い家に生まれ、小さい時から父親の手伝いをし
ており、若い年齢で一軒の家を建てられる技量
を身に付けたそうです。そして貧しかったため
にアルバイトをして大学の授業料を払い卒業し
たそうです。
また、その頃父親がポリオに罹り半身不随に
なったことで苦労をしたため、ジャーム氏はポ
リオ撲滅には熱心に取り組んでいるようです。
大学卒業後、アメリカの空軍に入隊しベトナ
ム戦争で従軍しました。
除隊後は故郷のエンジニアリングのコンサル
ティング会社に入社、10 年目で共同経営者にな
ったとのことですから、経営者としての能力も
持ち合わせていたようです。
さて皆さん、リーダーとしての三要素という
のを聞いたことがあるかと思います
① 常に紳士的であること
② 誰にでも親身であること
③ 何でも達成することができる
この 3 つが揃うとリーダーとして適していると
いうことです。
ジャーム氏の RI 会長としての課題は、「ロータ
リーはビジネスライクに運営すること、無駄を
無くす努力はしているが、これをもっと加速す
るべき」と言っています。
また、世界で最も大きな良い事の推進力となる
ためポリオ撲滅を成し遂げ、更に前進させなが
ら、これまでの成功をバネに飛躍する時が来た。
111 年間続くロータリーの歴史の中で、多くの
会員はロータリーを通じて友人と出会い、地域
社会と繋がり、目的意識を持ち、人々との絆を
育み、キャリアを築き、他では味わえない貴重
な経験をしてきています。
世界にある 34000 以上のクラブが毎週例会で
語らいアイディアを分かち合っていますが、
我々が集う一番の理由は、最も大切な目標、奉
仕のためではないでしょうか。

我々の限界は我々自身に設けている限界にす
ぎず、ロータリーには世界を変える力、ネットワ
ーク知識の結集があり、意義ある奉仕の最善の道
はロータリーの会員になることと信じています。
また、クラブ、地区、RI のレベルにおけるリ
ーダーシップ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。また単にロータリアンの数を増やすだけ
でなく、ロータリーによる善き活動をより多く実
現させ、ロータリーのリーダーとなれるロータリ
アンを増やすことです。
120 万人以上のロータリアンが一体となり、人
類への奉仕に取り組む。
「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う責務があるのです。
この RI 会長のテーマの方針に沿った私の地区
方針をお話しします。
2016-17 年度地区目標
・ロータリーの３つの義務の遂行 ・ロータリー
の戦略計画を遂行し、継続性を重視する。
・ロータリークラブセントラルに 10 個以上の目
標を設定
≪会員増強と維持≫
・少なくとも、確実に小クラブ(会員50 名以下)
純増1 名以上、大クラブ(会員51 名以上)純増
２名
以上を目指す。
・特に、①女性会員の増強②現会員を維持し③40
才未満の会員の増強に力を入れる。
・新会員対策としてクラブ奉仕委員会と協力し、
各グループで２回以上の研修会を開催する。
≪公共イメージ≫
・各地のイベントとの取り組み、ポリオ撲滅キャ
ンペーンの展開。
・ロータリー・デーを実施し、ロータリーの認知
度の高揚。全クラブの取り組み
・財団 100 周年に就いて、各クラブイベント開
催を目指す。地元メディアに取り上げて貰う。
≪財団/米山への寄付≫
・年次寄付・・・財団100 周年を祝い、一人当
たり200 ドル以上達成。全会員が寄付0 なしを
目標。
・ポリオプラス寄付・・・財団100 周年を記念し、
全クラブ、一人当たり40ﾄﾞﾙ以上寄付。
・恒久基金（ベネファクター表彰）寄付・・・1 ク
ラブ1000 ドル以上
・地区から大口寄付2 名以上、メジャードナー5 名
以上、ポール・ハリス・ソサエティー会員5 名以上
を目標。
・財団100 周年を記念し、全クラブより過去5 年
間で寄付額を最高額に達成する様に努力する。

・米山記念奨学金寄付・一人当たり 20,000 円以上。
≪人道的奉仕≫
・各クラブがグローバル補助金又はDDF の提唱者
となるようプロジェクトの推進を図る。
・補助金管理セミナーに各クラブ1 名以上出席し
てグローバル補助金の理解をする。
・各グループ内で、3 クラブ以上協力して、大規
模で注目集めるプロジェクトに挑戦する。
≪新世代≫
・クラブのイベントにローターアクト、インター
アクト、青少年交換学生を関与させる。

スマイル委員会

水野

茂委員長

『ス マ イ ル 報 告

水野

茂委員長』

≪オンラインツールの利用≫
・各クラブ 2 名以上の会員が、マイロータリーのフ
ォーラムに参加。半数以上が My Rotary に入力
会長さんをはじめ皆様には佐藤ガバナー補佐
を交え、地区とクラブの絆をより強くし、風通し
の良いクラブ作りをお願いしたいと思います。そ
して本年度はクラブの会員さんはもとより、クラ
ブ、地区がますます活性化することを望んで止み
ません。
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秦野 RC
佐野英之

様

相模原東 RC
佐藤 忠 様

津久井中央 RC
八木 勉会員
佐藤祐一郎会員
小川洋一会員
高橋幸一会員

杉本信一会員
具 尚禮会員
山﨑和彦会員

井上 旭会員

森田正紀会員
前沢弘之会員
小山里枝会員

水野 茂会員

本日の公式訪問、初の第 5 グループ訪問です。宜しくお願いします。
楽しくやりましょう。
本日は第 5 グループトップを切ってガバナーの公式訪問です。ガバナー補佐として同行
いたしました。佐野ガバナーとの懇親を楽しんで下さい。宜しくお願い申し上げます。

佐野ガバナー、佐藤ガバナー補佐、ようこそおこし下さいました。ご指導よろしくお
願い致します。
佐野ガバナー、佐藤ガバナー補佐、本日はありがとうございます。
佐野ガバナー、佐藤ガバナー補佐、ようこそ津久井中央 RC へ。一年間長いです。
どうぞ健康に気をつけてがんばって下さい。
佐野ガバナー、佐藤ガバナー補佐、ようこそお越し下さいました。
娘が今年受験です。昔と違って、論文の書き方だったり、英語のテストだったり。
何も教えられませんが応援したいと思います。
佐野ガバナー、佐藤ガバナー補佐、ようこそ。今年 1 年よろしくお願いいたします。
雨不足とニュースで出たなら、すぐに雨が降る。雨に感謝してスマイルします。
佐野ガバナー、佐藤ガバナー補佐、本日は雨の中津久井までおいでいただき、ありが
とうございます。孫たちも夏休みに入ってうれしそうです。暑いのはいやですが、早
く梅雨が明けてくれればと思います。
追伸 今カブトムシを 23 匹飼育しています。もう少し増やして近所の子供達に自慢
します。
本日の例会は佐野ガバナーの公式訪問です。佐野ガバナー、多忙の中ようこそお越し
下さいました。この一年宜しくお願い致します。
今回は皆出席の方が 5 名いられます。いつもロータリーを心から愛して止まない方々
です。心から感謝致します。
佐野ガバナー、佐藤 AG、本日の公式訪問ありがとうございました。今後ともご指導
よろしくお願いします。
佐野ガバナー、絶好の日和に御訪問をいただき、ありがとうございました。
お帰りはぜひ、お気をつけ下さい。
佐野ガバナー、佐藤ガバナー補佐、ようこそ津久井までありがとうございます。
今年度よろしくお願いいたします。八木さん！楽しくがんばりましょう!!!
皆出席、スリムランタントーチ（ライトですね）ありがとうございます。
皆さま、日々の節約などでベネファクター目指しましょう～♪
具さん、今回は残念でしたね。今後の人生、先は長いので頑張ってください。
来週の例会、仕事の為欠席します。本日は沼崎会員がスマイルがありませんでしたの
で、次回の例会はよろしくお願いします。

