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★事務所：神奈川県平塚市豊原町22-13 TEL/FAX：0463-36-2255

★例 会：第1・第3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 新宅 文雄 会長エレクト 守屋 紀忠 幹 事 田中 敏治

№４第２４１６回 例会 平成２９年８月１７日

■司会:田中 敏治 ■点鐘：新宅 文雄 ■合唱：我等の生業

・8月24日：休会 ・８月31日：ガバナー公式訪問◇プログラム

)◇出席報告 例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(5名

２４１６回 14(12) ７ 58.33％ － － 原、太田、大藤、野田、石山さん

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)２４１４回 14(12) ８ 66.67％ － －

◇ゲスト：

(平塚)常磐卓嗣第8Gガバナー補佐

(平塚)清水雅広第8Gガバナー補佐幹事

◇会長報告 新宅文雄会長

本 日 は

常 磐 ガ バ

ナ ー 補 佐

と 清 水 ガ

バ ナ ー 補

佐 幹 事 が

お 見 え に

な り ま し

た 。 日 頃

からご指導頂いておりますが、2週間後の大谷ガバ

ナーの公式訪問についてご伝授頂きたいと思います。

よろしくお願い致します。

1．大磯ロータリークラブの活動を広報する事と201

8,3,11は震災日に当たるため、「海の見えるホー

ル」でのイベントの方向性について、チャリティー

コンサートとし、内容はマリンバとピアノと歌手の

演奏。チケットは1枚2000円？220枚？ 収益金につ

いては姉妹クラブのいわきＲＣと話し合って進めて

いく、というご提案をしたいと思います。

9月7日理事会にて大枠を決定して頂きます。

2．地区大会で各クラブを紹介するため、各クラブ

より写真1枚を提出されたい旨の伝達がありました

が、9月に入ってからで結構とのこと。

3．大磯ＲＣクラブ会員全員に新会員候補者1名以上

の推薦書提出をお願いしておりますが、よろしくお

願いいたします。

◇幹事報告 田中敏治幹事

1．青少年交歓帰国学

生報告会･解団式：

9月 2日(土)1 4時 ~ 1 7

時、アイクロス湘南

2．地区大会のお知ら

せ：

新世代交流会：9月18

日(月･敬老の日)9:30~

小田急センチュリーホ

テル相模大野

本会議：9月18日(土) 12:30~
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相模原女子大学グリーンホール

3．地区研修協議会の報告書が参っております。

協議会出席者はお持ち帰り下さい。

配布物：

1．ガバナー月信

2．2414回、2415回例会会報

◇委員会報告：

☆スマイルボックス 井上 浩吉さん

常磐卓嗣さん清水雅・

本日は公式訪広さん：

問 で お じ ゃ ま し ま し

た。新宅会長他皆様よ

ろしくお願いいたしま

す。

常盤・新宅文雄さん：

ガバナー補佐様本日は

ようこそいらっしゃい

ました。ご指導の程よろしくお願い致します。

常盤ガバナー補佐様ようこそ。・田中敏治さん：

いらっしゃって頂きありがとうございます。本日は、

卓話、宜しくお願い致します。

常盤ガバナー補佐、清水ガバナ・河本親秀さん：

ー補佐幹事ようこそ。本年度よろしくご指導お願い

致します。

常盤さん本日はよろしくお願い・守屋紀忠さん：

します。

常盤ガバナー補佐、清水ガバ・百瀬恵美子さん：

ナー補佐幹事ようこそいらっしゃいました。よろし

くご指導お願い致します。

常盤さんようこそ。よろしくお・井上浩吉さん：

願い致します。

◇青少年交換関係：

百瀬青少年交換カウンセラー

常磐ADGに8月19日

にドイツから青少

年交換学生のチタ

ス君が来るので、

是非彼を平塚の花

火まつりに連れて

行きたいのですが

･･･。

：観覧場常磐ADG

所を準備しましょう。

に行くのは、大磯出発108月19日に羽田に出迎え

時：新宅さん、百瀬さんの2名。帰りは第2ホストの

金目さんが加わって3人になります。第1ホストの天

野さんは都合悪く自宅で待機。チタス君は羽田から

直接天野さん宅に連れて行く事になっています。

時にチタス君とホス8月31日のガバナー公式訪問

トファミリーの天野さんに出席して頂く事。

☆河本親秀奉仕活動委員長：

7月15日に受講した地区

財団セミナー、地区財団

補助金説明会の修了証書

が送られてきました。こ

れで大磯RCは今年度地区

財団補助金申請の資格を

得たことになります。有

意義なプロジェクトを考

え出したいと思います。

◇常盤ガバナー補佐紹介：新宅会長

所属クラブ：平塚ロータリークラブ

生年月日：1955年7月11日

職業分類：衣料品小売

職業/役職：(株)トキワ 代表取締役

ロータリー歴：

1996年 平塚ロータリークラブ入会

2004~2005：同 幹事

2012~2013：第8グループIM実行委員長

2015~2016：同 会長

2016~2017：地区 管理運営委員会委員クラブ

平塚 創立60周年実行委員長ロータリークラブ

マルチプルフェロー/米山功労者

(新宅会長調べ)7月11日生まれの人の運勢:

・口が達者で情報通：博識・大変社交的で身 の回

りのものすべてに興味を持ち色んな話 題について

行ける。

・大変演技力がある。時に応じて嘘を平気でで言え

る。

・人と組んで行動する時最大の力を発揮す る。

・常に先を読んで対策を練り、大儲けのチャ ンス

があれば大急ぎで取りに行く。

・世情に通じ協調性がある。

・同日生まれの有名人：ユル・ブリンナー

これから7月31日のガバナー公式訪問時にどの様に

お迎えすれば良いかのご指導を頂きます。
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常磐卓嗣ガバナー補佐卓話◇

新宅会長から私の人生、性格を言って頂きました

が7割くらい当たっているようで･･･。後で新宅さん

から書いた物を頂いて帰りたいと思います。

1ヶ月半ガバナー補佐をやっています、皆さんか

ら大変でしょうと言われますが、私は色々な人とお

会い出来て楽しくやらせて頂いています。会った事

のない人と名刺交換出来たり、こういう場所で交歓

出来たりして、感謝しながらこの1年努めて参りた

いと思います。1年間宜しくお願い致します。

一つお詫びをしたい事があります。当初IMを2月1

7日に設定し、地区に報告していましたが、講師の

都合がつかず、講師を変えるか、日にちを変えるか

迷いましたが、講師を変える方が難しいという事に

なり、会長・幹事会のご了承を得て2月10日に変更

させて頂きました。講師は不況で消滅するのではと

言うくらい冷え切った熱海を見事生き返らせた齋藤

市長＝熱海の町のＰＲ/広報に力を入れて復活させ

たその話の課程を普及させ、シティプロモーション、

町の活性化についてお話をして頂きます。何故この

講師を選んだかと言いますと町の経済の活性化がな

ければロータリーの会員増強も自分たちの生活もな

くなるので、我々の町で何かをやろうと言う事でこ

の講師を選びました。

これからの地区のプログラム：

・9月17日、18日地区大会：相模原女子大学グリー

ンホール、小田急センチュリーホテル相模大野。第

8グループ出席者全員でバスで行こうと考えていま

す。

ガバナー補佐公式訪問、今まで二宮、平塚 西、

平塚南そして今日大磯ＲＣで4つめです。だんだん

(笑)慣れて何を話せば良いか分かってきました。

・10月5日：第8グループ新会員の集い=平塚商工会

議所

・大谷ガバナーも会員増強は言っておられますが、

地区委員会も増強も大事だが会員の退会防止に力を

入れて退会防止セミナーを開こうという意見が出て

います。

・公式訪問プログラム：当日11時に私と清水さんで

大谷ガバナーをこちらにお連れします。11時から30

分間私の公式訪問時の感想をガバナーにお話しをし、

資料を頂いているのでそれに基づき意見交換します。

11:30~12:00は会長、幹事と私とガバナーと意見

交換、

12:00~12:30は私共とクラブから出ている地区委

員と意見交換。大磯は居られないのでメンバーに入

って頂いて意見交換。

・例会は12:30から60分13:30まで。13:30から1時間、

皆さんとの意見交換=フォーラム=14:30にきちんと

終わ2頁にＲＩ会長のイアン・ライズリーさんの

「ロータリー：変化をもたらす」の基に話が展開さ

れています。

・そして3頁に大谷ガバナーの所信、地区の方針が

述べられています。ガバナー方針の1番に会員増強

を最重点に致しますと書いておられます。女性会員

と若い会員を軸に会員50名以下のクラブは1名以上、

51名以上のクラブは2名以上を目標に増強して欲し

い。

・その他に「戦略計画の実行」、「寄付のお願い」、

「RI会長賞」、「柔軟性の正しい理解」等が書かれ

ています。読んで頂いて疑問があればガバナーに質

問頂きたいと思います。今日もし大谷ガバナーに聞

きたい事があれば、此処で伺って大谷ガバナーにお

伝えして当日ガバナーにお答え頂きます。月信1号

を当日持参お願いします。

・フォーラムの中で"End Of Polio"ﾉDVDを映写しま

す。

・司会進行を私の方でやるか、クラブでやるか決め

ておいて下さい。

・9グループのガバナー補佐会議でガバナー紹介を

ガバナー補佐がやるよりも大谷ガバナーにインタビ
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ューしたDVDでガバナー自身で自己紹介をやって貰

う事になりました。5~6分のDVDです。

・ガバナーロータリー歴は当日DVDで

・誕生月日がポール･ハリスと同じです

・本年のIMのホストは平塚南が受けて頂きました。

ガバナー補佐が出たクラブがIM ホストをやるので

はなくて、第8G全クラブが順番で引き受ける事にし

たいので、そのようにしました。来年は平塚がやり

ます。

・ガバナー補佐幹事の清水君を紹介します。ガバナ

ー補佐幹事に若手の3人が付いてくれています。私1

人で訪問するのでなく平塚クラブと他クラブとの関

係性を拡げる為に誰かと2人で訪問する事にしてお

ります。宜しくお願いします。ガバナー公式訪問に

は私と清水で参ります。

平塚には3人の清清水ガバナー補佐幹事挨拶：

水が居ます。その中で

一番デカく、重く、気

清水です。の小さい

(笑)

今までの公式訪問

で15ほど質問が出て

います。1時間の間の

質疑で、明快な答が

あったり、ガバナー

がウンと腕を組んで答切れなかったりと色々あ

りましたが、皆さんから、とても参考になった

と好評でした。

我がクラブからのガバナーに対する質問：

我がクラブには職業分類、会員選考の委員会があ

りますが、クラブの柔軟性を尊重する考えから、職

業分類に家庭の主婦まで入ってくるとなると、この

ような委員会は必要なのか?

以上で卓話終了

：ガバナー公式訪問「タイムスケジュール」

2017・8・31 大磯プリンスホテルDININGRoomにて

11； ～11；30 大谷ガバナー・常磐ガバナー補00
佐打合せ

11；30～12； ガバナー．ガバナー補佐、会長、00
幹事、エレクト、パストガバナー、直前会長、懇談

会、

12；15 例会場「高砂」へ。

12；30～13；30 第2417回例会・・・・卓話 大谷

ガバナー

13；30～14；30 ガバナーと会員との懇談会。

公式訪問の役割分担の明細は後日ＦＡＸでお知らせ

します。

次年度第8Gガバナー補佐

百瀬恵美子さんを選出

例会終了後、常磐ＡＧから、次年度第8グループ

ガバナー補佐を百瀬さんに受けて欲しい。脇ガバナ

ーエレクトも指名されている。 大磯ＲＣとしても

第８Ｇの申し合わせ事項の順番を、ご破算にする事

の無い様ご協力願いたいと百瀬さんに引き受けお願

いしまして、万障繰り合わせ、次年度アシスタント

ガバナーを百瀬恵美子さんにお引き受け頂ける事に

なりました。クラブ上げて応援しましょう。

常磐AGからＩＭ実行委員会は平塚ＲＣの担当です

から任せてくれとの事です。

以上


