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★事務所：神奈川県中郡大磯町国府本郷546大磯プリンスホテル内 TEL：0463-61-1111(木）TEL/FAX：0463-36-2255

★例 会：毎週木曜日 12:30～13:30 大磯プリンスホテル TEL：0463-61-1111 FAX：0463-61-6281

会 長 守屋 紀忠 会長エレクト 片野 一雄 幹 事 井上 浩吉

（晴）№１４第２３００回 例 会 平成２６年１０月９日

■司会:大藤 勉 ■点鐘：守屋 紀忠 ■合唱：我等の生業

・10月19日：地区大会 ・10月23日：夜間例会・歓送迎会 11月6日：理事会◇プログラム

小林、宮澤、石山、鈴木◇出席報告 ◇欠席者(7名例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 )

19(17) １０ 58.83％ － － 百瀬､斎藤正淳､原卓さん２３００回

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)２２９８回 19(17) １１ 64.70％ － －

ガバナー公式訪問
１．会長・幹事懇談会

渡辺 治夫 ガバナー

加藤 勇 ガバナー補佐

萬田 信行 地区会員増強・会員維持委員長

例会に先立ち、

10時から渡辺ガ

バナー、加藤AG、

萬田委員長と守

屋会長、井上幹

事代行と地区・

ガバナーの方針

や大磯クラブの

現状、活動計画

と活動状況等に

ついての話し合

いが行われまし

た。10:45からは

片野会長エレクト、河本PDGが加わって大磯RCの今

昔、1970-80年代の大磯RCの厳しかった先輩や例会

の雰囲気。松本順が大磯海水浴場開設以降の大磯町

の歴史等々について12:45まで楽しい懇談会が行わ

れました。

同上ガバナー、ガバナー補佐、◇ゲスト紹介

会員増強・維持委員長

ロータリーバッジ装着：

渡辺ガバナー自ら新会員の田中敏治さん、野田幸嗣

我
等
の
生
業
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さんにロータリー・バッジとRI テーマ・バッジを

胸に装着されました。

◇おめでとうございます

結婚記念日祝：

（10/3)守屋紀忠さん

10月3日綺麗なお花を頂きま

した。今年は覚えていたので

吃驚はしなかった。何時もだ

とお花が届いてから思い出す

のですが･･。45回目になりま

す。そのダブルになれば･･･。

有り難うございました。

(10/9)河本親秀さん

今朝お花が届き

ました。えっ！何

時も会報を作って

いて皆さんの結婚

記念日祝、誕生日

祝の記録をしてい

るのに自分の事を

すっかり失念しておりました。57回目になります。

家内が少し足を痛めている以外は家族全員元気にし

ており,皆で2020年の東京オリンピックまで突っ走

ろうと思っています。有り難うございました。

本日◇大藤ＳＡＡ：

のメニューは鴨南蛮と

ゴマ麺です。又机の上

のお土産は百瀨さんか

らハローウイン・チョ

コレートです。

◇会長報告 守屋 紀忠会長

最近の出来事として御嶽

山噴火の惨事55名死亡、7

名行え不明、ノーベル物理

学賞が日本人学者3名に授

与されました。昨日は大磯

では見る事が出来ませんで

したが、皆既月蝕でした。

デング熱の感染者も全国に

広がりをみせ、150名にな

り、異なるタイプの菌も発

見されたと言います。蚊を退治してしまうか、冬が

来るまでには時間がありますので注意して下さい。

今日は渡辺ガバナーの公式訪問です。宜しくお願

いします。

渡辺ガバナー、加藤ガバナー補佐、萬田地区増強委

員長よくお出で下さいました。本日はご指導、ほど

ほどに宜しくお願い致します。

当クラブは少人数のクラブですので、家族的に和

気藹々と運営しています。今日は出席人数が少なく

て失礼ですが,どうぞご理解の程お願い致します。

◇幹事報告 井上 浩吉幹事代行

回覧：

・新会員の集い

大同窓会のお知

らせ：

日 時：2014

年11月23日

会 場：藤沢

商工会議所

会 費：5,000円

・地区会員退会防止セミナーのお知らせ

日 時：2014年11月5日

場 所：アイクロス湘南７Ｆ

・2013-14年度地区資金会計報告書

・例会変更：平塚南ＲＣ

・第90回湘南7ＲＣ親睦ゴルフ・コンペの 案内

・宿場まつりの協賛お願い

配布:

・ロータリーカードの加入促進活動について のお

願いパンフレット2通

・会報第2299回

◇委員会報告

☆スマイルボックス 太田 知加子さん

・渡辺治夫さん：

本日公式訪問お世

話になります。今

日は大磯ロータリ

ークラブのすばら

しい所を勉強させ

て頂きます。

ガバナー公式訪問にお伺い致しま・加藤勇さん：

した。よろしくお願い致します。

49番目の渡辺ガバナー公式訪問・萬田信行さん：

に地区会員増強維持委員長として同行致しました。

よろしくお願い致します。

本日はガバナー公式訪問です。・守屋紀忠さん：

渡辺ガバナー、加藤ガバナー補佐、萬田増強委員長
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ようこそおいで下さいました。渡辺ガバナー卓話よ

ろしくお願いします。結婚祝のお花ありがとうござ

いました。河本さん結婚記念日、おめでとうござい

ます。

渡辺ガバナー 萬田委員長 加藤・井上浩吉さん：

ガバナー補佐様ようこそいらっしゃいました。結婚

記念日 守屋さん河本さんおめでとうございます。

渡辺ガバナー、加藤ガバナー補・河本親秀さん：

佐、萬田会員増強委員長ようこそ。ご指導よろしく

お願いします。結婚記念日のお花有難うございまし

た。57年になります。

守屋さん3日河本さん9日の結婚・笹尾政儀さん：

記念日を祝福します。

①渡辺ガバナーの公式訪問を歓・新宅文雄さん：

迎します。ご指導の程お願い申し上げます。②守屋

会長、河本PG結婚記念日おめでとございます。

渡辺ガバナー、加藤ガバナー補・片野一雄さん：

佐及び元ガバナー補佐 萬田様、よく、お出かけ下

さいました。御指導下さいます様願い上げます。

渡辺ガバナー様 萬田委員長様・太田知加子さん：

加藤ガバナー補佐様 ようこそいらっしゃいました。

守屋さん 河本さん 御結婚記念日おめでとうござい

ます。

先☆河本親秀さん：

週ジェレ、ケイ・バッ

クスター夫妻がクラブ

訪問され、ワイアナエ

・コーストＲＣのプレ

ゼンをされました。例

会の後、百瀨さんとご

夫妻を江の島にご案内

しました。ジェレさん

は脊柱管狭窄症で坂道

歩行が難しいので一人残して３人で頂上のタワーに

登りました。ケイさんは高校生の時に江の島海岸で

水泳をされていたこともあり、懐かしそうに海岸を

眺めておられました。その後４人で喫茶店に入り一

杯飲みながら色々楽しく会話をして,ＪＲ茅ヶ崎駅

まで送りさよならしました。お二人とも大変喜んで、

皆さんに宜しくとの事でした。

それと一昨日、ＷＣＲＣから10/6日の例会会報をメ

ールで送ってこられました。そこにはジェレさんが

スマホで撮られた大磯の例会写真が5枚と私が夫妻

の訪問の様子をＷＣＲＣ会長のアラカキ氏にメール

した文章がそのまま掲載されています。パソコンの

メールでなくスマホで撮った写真をその場から送っ

て会報に掲載するやり方はスピーディで進歩したや

り方で、学ばなければと思います。

今後、ＷＣＲＣとの友好関係は会報の相互送付から

再開することにしますので宜しくお願いします。

例回終了点鐘

クラブ協議会

加藤ガバナー補佐

：

これからガバナ

ーの卓話に入りた

いと思います。先

日訪問した時にガ

バナーの極めてプ

ライベートのお話

をしました。その中で水泳の話をさせて頂きました。

こちらの前幹事の原さんが,ガバナーと同じように

オリンピック強化選手をされていたのをガバナーに

メールでお知らせしておきました。ガバナーも大変

楽しみにしてこられました。原さんも出席下さって

話が大変盛り上がりました。

今日は地区64クラブの中で49番目の公式訪問とな

りました。ガバナーのお話を1分でも沢山して頂き

たいので、此処に渡辺ガバナーをご紹介致します。

◇ガバナー卓話

渡辺 治夫ガバナー

冒頭挨拶：

横須賀は三方海で毎日海を見ていますが、同じ海

でも大磯とは海の色は綺麗し空気も違い本当に素晴

らしい場所だなあと思いながら趨ってきました。昨

日河本パストガバナーと諮問委員会でお会いしまし

たが河本ＰＧのおられるクラブに参りますことを楽
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しみにしておりましたし、片野さんには地区で色々

お世話になっております.今日来て井上さんから大

磯の歴史の話-殆どロータリーの話はなくて(笑)-今

日の大磯の話はまだ時間があればもっと聞きたかっ

たと思えるくらいでした。 伝統ある大磯ＲＣで公

式訪問としてお話しできることは非常に名誉なこと

であります。本来ならばガバナーは30分の話であり

ます。ところが私の我が侭なことで恐縮ですが･･･。

私も最初30分で話していたんですけれどもだんだん

長くなりまして1時間、下手すれば1時間半と言う時

もありまして、昨日河本ＰＤＧから1時間でやれよ

と念を押されましたんで、何とか1時間で詰めたい

と思いますけれど、こういう時でないとなかなか話

すチャンスがありませんので、日頃私の思っている

ロータリーについてお話させて頂きたいと思ってお

りますので宜しくお願いします。

スピーチはパワーポイントを使って1時間10分。

ＲＩの方針、地区の現状分析に立ってのガバナーの

ア方針・計画・願いを大変熱の籠もった、又ユーモ

に富んだ話しぶりで、会員一同時間を忘れて聞き入

りました。

ガバナー・スピーチは別紙に収録）（

萬田信行地区会員増強・会員維持委員長

挨拶：

ガバナー

のお話の中

にありまし

たように、

私は会員増

強をしろと

言わない委

員長ですが、私はクラブとして会員増強をどう考え

るかというのが一番重要と思います。この人数でよ

いと思うならそれはそれで良いと思います。その代

わり会員の維持をしっかりと図って頂きたい。退会

防止に繋がるような施策をお願い出来ればクラブは

良くなってくるのではと言う気持ちがします。今日

は49番目の訪問ですが、こんな風光明媚なところで

例会が出来るという状況はなかなかありません。一

つ一つのクラブがその魅力を柱にして頂ければ私達

はしめたものと考えています。

昨日現在地区の会員増強は82名、入会予定者が39

名、計121名と順調に進んでいます。しかし一方残

念ながら8月末現在で16名の退会者がおられます。

大磯さんも今日入会式がありましたがプラスマイナ

(編集者より訂正：1名増です。8月末現在ス0です。

皆さんのお力で良のガバナー月信が誤っています）

い会員さんを増やして頂きたい。もし今日のような

入会式があればガバナーと私が時間が取れれば必ず

参りますので、入会式のある時は加藤ガバナー補佐

に連絡頂きたいと思います。今日は有り難うござい

ました。

懇談会：司会 加藤ガバナー補佐

渡辺ガバナー:次年度組織の改定について

今年度の反

省を踏まえて

次年度田中ガ

バナーエレク

トに申し送り

をしているこ

とがあります。

今の地区委員

会構成を作ったのは私です。作った私が吃驚したの

は何でこんなに委員会が多いのか？230人も地区に

出ています。多すぎます。例えばこちら18人です。

あちこちの委員会から出席してくれと言われたら、

クラブは空になってしまう。次年度150名体制の組

織を作る作業に入っております。委員会も減らそう

と冠委員会はなくす。社会奉仕と国際奉仕は一緒に

する等合併できるところは合併して、委員の数も減

らして行きたい。

セミナーが多すぎると言われるのはセミナーに内

容がないから。セミナーに内容があれば誰も多いと

は言わないと思います。満足するセミナーをやろう。

意味のないものはやめようと言っています。

会員増強委員会は13名います。そんなには要らな

い。委員長と私でやっていますから。委員長と副委
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員長がいれば動いて行けると思います。今パストガ

バナーと一緒に次の組織のあるべき姿を検討してる

ところです。

片野一雄さん：今日のガバナーにはロータリーの実

際面のエッセンスを披瀝頂き、目が覚めた心地がし

ます。ついては地区最大の横須賀クラブでは会員増

強はどの様な具体的な形でおやりになっているかお

聞かせ頂きたい。

現在会員は120名います。その一つ渡辺ガバナー：

は会費を23万円から18万円に下げたことが大きいと

思います。他クラブと私達のクラブと10万円くらい

の差がある。これから入会しようと思う人は誰だっ

て安い方に入ります。会員が増えないところは横須

賀クラブを批判しますが、会員を増やす努力をして

いない。どうしたら入るか研究していないのではな

いかと思います？横須賀では主立った銀行の支店長

や横須賀の主立った人達は皆横須賀クラブです。だ

から入ろうと思う人が名簿を見たら誰だって横須賀

にとなってどんどん増えて行っている。

会費を下げて、会員が増えてそして活気あるクラブ

になることだと思っています。

だからといって横須賀が良いというのではなく、

二宮10名のクラブの方がよっぽど纏まっているし、

よっぽど楽しくやっています。運営は厳しいですが、

会員が多ければよい少なければ悪いとは絶対にない

と思います。大磯クラブ、素晴らしい方の集まりで

あり、増やさなければいけないとは思っていません。

これが持続出来ればこれ以上のものはないと思いま

す。しかし10年後のことを考えれば田中さん、野田

さんそして女性の太田さんのような方が入ってこら

れることが重要だと思います。

会費と例会場と会員数：意見交換

・大磯の売りは大磯プリンスホテルが例会場であり、

これは変えてはいけない。しかし会費はどうしても

高くなる。

・大磯にはリタイアした立派な方が多く居られるが

年間30万~50万円掛かるとなると入会は難しい。

・しかし、もし10名増えるとなれば会費は安く出来

るのではないか？

・大磯ＲＣが30名いた頃の会費は二十数万円でした。

それが一時16名にまで下がり、それにつれて会費が

30万円まで上がったが、今年から食事に工夫して2

万円引き下げ28万円、45歳以下の会員は23万円に引

き下げた。

・大磯の長期計画会員数は25名である。

・大磯には事業者が非常に少ない。東京、横浜、平

塚で事業をして大磯に住んでいる方が多く会員を増

やすのは難しい。

・会費は会員数出弾力的に設定出来る。バランスを

考えることが肝要

等々

予定14:30になり終了

会長から記念品贈呈

渡辺ガバナー、加藤ガバナー補佐、萬田委員長に

全員記念写真

守屋会長：お礼の言葉

今日のガバナーのお話は頭にビンビン響きました。

今後ともご指導の程宜しくお願い致します。


