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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

№１３第２４２５回 例会 平成２９年１２月１７日

■司会:大藤 勉 ■点鐘：新宅 文雄 ■合唱：君が代・奉仕の理想

・１２月１４日：休会 ・１２月２１日：夜間例会、年次総会、親睦会◇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

２４２５回 14(12) ７ 58.33％ － － 原、野田、石山、太田、田中さん

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名）２４２３回 14(12) ８ 66.67％ － －

◇大藤ＳＡＡ：

皆さんに配布されているリンゴは百瀬さんが故郷長

野から持ってこられたものです。有り難うございま

す。

◇会長報告 新宅文雄会長

1、11月24日

地 区 会 員

増 強 ・ 会 員

維 持 セ ミ ナ

ー に 参 加 し

て 来 ま し

た。

「 ロ ー タ リ

ー の 魅 力 の

た め の セ ミ

ナ ー 」 で 、

＃、徳永洋明 （財団学友・かながわ湘南RC）と徳.
永桃子（財団学友）のピアノとソプラノ歌手のコン

サートあり、先ずリラックスして、次の

＃、日産自動車 専務執行役員 星野朝子氏の基調

講演「ブランド戦略」がありました。無資格者の検

査問題でタイミングが悪く困惑されていた。

＃、布施洋平氏（ふじさわ湘南RC）のロータリーラ

イフ体験談あり、

＃、田中賢三パストガバナーのロータリーの魅力に

ついてのスピーチがありました。

2、11月25日 米山学友会主催「国際交流会」に出

席して来ました。

イスラーム君も厨房で一所懸命にエジプト料理を調

理して、会場で皆様にふるまっておりました。米山

学友担当者のハーモニカ演奏もあり、和やかな国際

交流会でした。

3、二宮RCとの合同例会の日程ですが、最初は１月2

5日（木）を新宅が主張しましたが、二宮RCの会員

全員が参加不可能だから、24日（水）に決定してお

りました。二宮RC幹事の栗原博巳さんが入院してい

た為に情報共有が出来てなく、退院して話し合いし

た結果、彼は24日は参加できない。出来れば26日

（金）にお願いしたいという申し出がありました。

26日で良いかどうか

4、年次総会について 12月21日 17； ～17；3000
プリンスホテル清水
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懇親会；17；30～ 会費；10000円

招待者；ティトゥス君、イスラーム君、天野さんご

夫妻、金目さん母子、合計6名を招待する事にして

いましたが、1月からお世話になる村瀬様にも参加

して懇親を深めて戴くことにしました。招待者８名

になります。

5．大磯町 都市建設部 都市計画課 小瀬村課長、

担当の高塚さんから連絡がありました。駅前整備事

業を進めているところ（別紙参照)、駅前ロータリ

ーを削少せざるを得ない事になった。駅前ロータリ

ーに植樹している「小諸RCと姉妹クラブ締結記念の

友情の樹」の移植をお願いしたい。回答期限があり

OKを出しました。ソメイヨシノの幹が切られており、

東の駐輪場に看板を移し改めて桜の苗木を植樹した

いと考えました。ご了承下さい。都市計画課から卓

話をお願いする事になった。

6．例会終了後 Sダイニングで理事会を開催します。

理事の方はご出席下さい。

◇幹事報告 井上浩吉直前幹事

1．2017年12月

ロータリーレ

ート:112円

2．NPO法人か

ものはしプロ

ジェクトより

卓 話申し入

れとお願い。

3．ロータリー

の友委員会よ

り報告

4．第8グループガバナー補佐より懇親会へ の出席

お願い。

日 時：12月14日(木)18:30

場 所：平塚経済懇話会

5．2020-21年度地区ガバナーノミニー候補者 告知

の件：鎌倉ＲＣ久保田英男氏

：ガバナー月信、ロータリーの友、配 布

大磯クラブ週報

先週、昼食時間に横浜銀行の裏で☆大藤勉さん：

ティート ス君と出会いました。立ち話をしましたウ

が、きちんと挨拶が出来て、日本語も大分旨くなっ

ています。学生服もよく似合っています。今日は学

校は試験なので自分には関係ないので帰ってきたと

のことでした。

◇委員会報告：

☆スマイルボックス 守屋紀忠さん

・新宅文雄さん：

寒くなって参りま

した。インフルエ

ンザ予防注射はお

すみですか。健康

に注意してロータ

リーライフを楽し

みましょう。

・井上浩吉さん：

新宅会長卓話よろ

しく。

・河本親秀さん：

新宅さん卓話楽しみです。百瀬さん故郷のお土産、

有難うございます。

お久しぶりです。新宅さん卓・百瀬恵美子さん：

話楽しみです。

☆河本親秀さん

(資料添付）1．2017年決議審議会結果報告：

規程審議会は全世界534地区の代表により3年ごとシ

カゴにてに開催されます。提案される制定案=定款

・細則の変更提案=、決議案=ロータリの現活動の修

正や新しい活動，理念の解釈や修正、人頭分担金や

の提案・修正についてRI理事会に検討を求める決議

=、の数は400件以上に達し、1週間の会議日程では

全件を充分的確に審議できないきらいがあります。

私の経験では最後の方の提案については審議時間は

1件3分に制限されるなど適正に検討されない状況に

なるのが常でした。そこで2019年規程審議会から決

議案は毎年提案され、ネットで賛否投票で採否を決

める方式が導入され、今年がその第1回となりまし

た。今年提案された決議案は38件、内日本から提案

されたのは19件（50％）。38件中賛成多数を占めた

決議案は17件（45％）で日本からの提案で賛成多数
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一つ例を挙げますと、を得たのは8件ありました。

日本の千葉地区が提案した「総てのクラブ例会を四

つのテストで開始する事を検討するよう理事会に要

となっています。我請する」件が162対320で不採択

がクラブで先月から始めたところへ皮肉な事ですが、

丁度3分の1が賛成であると言う事が分かります。我

々は賛成派に入ると言う事で、我々自身の決定とし

て続ければ良い事であります。また我が地区の大和

中ＲＣ提案の雑誌月間を指定する決議案も不採択

（163対319）になっています。

詳細は添付資料でご覧下さい。

2．原貫太君：ＮＰＯ法人コンフロント・ワールド=

Confront World=設立

12月10日の設立総会で正式にＮＰＯ法人コンフロン

ト・ワールドが設立されました。 原君は既に今年

2月~4月ウガンダに入り、南スーダンの難民支援、

少年、少女兵の更正のためのサッカーチームの設立

（資金は有志の寄付、＋クラウドファンディング）

などを果たし，これから本格的にＮＰＯ活動に挺身

するため、来年6月からアフリカに駐在して活動さ

れる予定です。

（学生17名、社会人5名）スタッフ数22名

：ウガンダ共和国、日本活動対象国

：活動内容

・ウガンダ共和国の南スーダン難民居住区内 にお

ける難民支援

・後援会を中心とした国内での啓発活動

・その他

活動内容等，詳しい事については近いうちにクラブ

の卓話に招聘して語って頂く予定です。

☆百瀬恵美子さん

次年度のガ昨日

バナー補佐の勉

が脇ガバナ強会

ーエレクトの指

導の下で1時間半

みっちり行われ

ま し た 。 そ の

後、現ガバナー

補佐との懇親交

流会がありまし

た。その中で脇

さんが何度も言

われたのが、パ

ソコンを持って貰いたい。インターネットをやって

貰いたい。今連絡や報告は全部電子媒体で行われて

おり、総ての地区の情報はホームページに載ってい

るのでそれを見る事と発信する事。これを殆ど命令

的に言われました。ほかのＡＤＧは私より若い方が

多くて当たり前のように電子媒体を使っている。脇

さんは3日もやれば出来るよと言われました。努力

してみますが少し悩んでいます。

一つ気になったのはガバナー補佐が終わった後、各

クラブを5段階方式で評価する事になっているとの

事で、それで責任を痛感してしまいました。自分の

クラブだけでなく第8グループの他クラブの情報な

ど広くアンテナを張ってしっかり見届けて行かない

といけない。まだ始まったわけではありませんが緊

張感でいっぱいです。皆さんも気がついた事があっ

たら助けて下さい。

ございました。お11月の宿場まつりご協力有り難う

礼が遅れてすみません。お天気も良く、皆さん前日

からよく動いて頂き、お陰で大成功に終わりました。

がありま12月2日に青少年交換オリエンテーション

した。ティート ス君も出席し，2頁くらいの原稿ウ

を自分で書いて自分の国を日本語で紹介していまし

た。金目さんはティートス君が部屋に籠もってあま

り話に出てこないので、心配して国へ帰りたい？と

訊くと。帰りたくないと言っているそうです。性格

的なものもあるのでそれ程心配しなくて良いのかな

と思われます。本人は来年6月23日（誕生日）に帰

りたいと早々申しています。地区は出来れば7月の

第1週までいて欲しいと希望（原則11ヶ月滞在と定

められているため）、何か特別の事情があるかどう

かドイツ語の出来る人に訊いて貰う事にしています。

クラブとしてティート ス君に何かして上げなけれウ

ばと考えています。

◇理事会報告

2017年12.月7日（木） S.ダイニング

1, 次年度理事役員について

会長エレクト 守屋紀忠さん

幹事エレクト 大藤 勉さんに決定

2、ロータリー財団 米山記念奨学会の寄付目標の2

00ドル、20000円をクリアーしたい。目標を超えた

余力があれば次年度に廻す事とする。財団はクリア

ーできそうだが、米山はこれからだ。

3、平成30年の二宮RCとの合同例会は、1月26日6時

からプリンスホテルに於いて行うことを了承した。

二宮RC番だから二宮の企画に沿って行う。青少年交
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換学生 ティトゥス君は呼びかけない。

4、その他

＃、事務局員の賞与はクラブ状況を考慮し、少額で

はあるが9万円を12月21日に支給する。

＃、湘南ジャーナル誌から依頼あり、2017～2018年

合併号の下段に「大磯ロータリークラブ会長幹事

名」と上中段に会長の顔写真とメッセージを掲載す

るセットで15000円。掲載する事にした。

以上

◇卓話

◆◇◆会員増強維持セミナーに

出席して◆◇◆
新宅 文雄さん

去る11月24日鎌倉パークホテルにて標記セミナーが

「ロータリーの魅力のためありました。その中から

のセミナー」・・・田中賢三パストガバナー講演よ

り：

会員増強の言葉は「耳たこ」であるが、真の意味と

.少しヅレていないだろうか

英語ではMembership Development Committeeであり、

表面的な意味は数字的な会員数の増加（Increase）

を意味している。新クラブの結成はGrowthでありま

す。

日本語訳はすべて増強の文字になっており、このイ

メージが強すぎる。

Developmentの意味を考えると、発達 進歩 開発 発. . .
展等の意味であり、クラブの質的な発展を意味して

いる。その為には、会員の質的な成長が求められて

いる。

RIが、ガバナーが、アシスタントガバナーが指示

し提案しているからやって見るかだけでは、クラブ

の成長は期待できない。地域に根ざした奉仕活動、

会員増強の方法を考え抜いて行動しなければ徒労に

終わるのではないでしょうか。

悪い人の集団から 良い人は抜けて行く

良い人の集団から 悪い人は抜けて行く

だから 良質のクラブに人は集まる

特別な理由なしに退会はしない

故にクラブの品格、会員の人格の向上を目指す

研鑽を積まなければならない。

クラブの中が割れないためには、正しいことを言う

時は、少し控えめにするほうがいい。正しいことを

言う時は、相手を傷つけやすいものだと気づいてい

る方がいい。

ロータリーはどういう所か:ロータリー哲学は「寛

容と信頼」、行動の規範は「親睦と奉仕」でありま

す。

マンネリ打破は必要、しかし急な改革をしようとす

る時は、新会員にもベテラン会員にも優しくしなけ

ればならない。

"ロータリー 長寿会員ボケ知らずロータリーマガ

ジン読んで知識増え"

「ロータリーの友」は情報の玉手箱であります。

例会を楽しく

まとめ

1、クラブの質を高めるために打つ手は無限と言い

ますが、老若男女が本音で納得がいくまで語り合う

事。（磯輪会、炉辺会合、家庭集会）

2、みな仲良く；仕事の都合で欠席が多い方も納得

しておられるか

3、行動は積極的に全員参加。


