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◇ゲスト：

◇出席報告：瀬戸亨一委員
◇会長報告
守屋紀忠会長

地区マイロータリー推進委員会
三荒 弘道 委員(平塚)
伊藤 和彦 委員(平塚西）
中丸 雅仁さん
(オフィス マルクラ)

◇ビジター： 百瀬恵美子第8Ｇガバナー補佐
杉崎正 次年度ガバナー補佐(平塚北)

◇おめでとうございます。
誕生日祝：
百瀬恵美子さん
(5/8)
年齢は言いませ
ん!?。
年女 で す 計 算し て 下

理事会報告：

さい。

1．次年度予算：会員数15名で計算。

残り の 人 生 頑張 っ て

2．現在、百瀬さん宅預かりのクラブ関係書類を整

行き たい と思い ます。 理の上、石山さん預かりに。
3．運営資金補充のため、周年記念基金から
お祝 い 有 り 難う ご ざ
20万円を一般会計に振替えます。

いました。
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◇幹事報告

大藤勉幹事

しくお願い致します
・河本親秀さん： 杉崎次年度ガバナー補佐ようこそ。
次年度よろしくお願い致します。百瀬さん誕生日お
めでとうございます
・新宅文雄さん： ・マイロータリー登録よろしくご
指導下さい。・杉崎次年度ガバナー補佐ようこそ
よろしくご指導下さい。・百瀬さん

誕生日おめで

とうございます。
・田中敏治さん： こんにちは、結婚祝いのお花
ありがとうございます。子どもも小学校２年生にな
り元気で家族なかよくしてます。休みがちになりま
すが宜しくお願いします。
1．ハイライト米山

☆河本親秀さん

回覧

2．オープン例会のお知らせ：平塚西ＲＣ
5月29日(水)12:00~

卓話：後藤定毅ＰＧ

3．クラシックカーラリー2019、5/17-5/19の
3日間65台が神奈川県西部をラリー、大磯プリン
スホテルへ5月18日(土)15時に集結。興味ある方は
どうぞ。(第2グループ岡野ガバナー補佐より案内）

◇委員会報告：
☆スマイルボックス

新宅文雄さん

5月14日、地区財団補助金を受領するクラブ対象に
補助金管理セミナーが有り、河本、石山が参加。地
区全体では25件の申請あり、第8グループからは大
磯、平塚北、二宮3クラブが受領。資金枠不足のた
め全プロジェクト申請額を10数パーセント削減、全
部に配分されました。2名以上の資金管理チームの
設置、銀行口座の開設、支出手続き,証憑書類の保
・三荒弘道さん： 第２７８０地区マイロータリー推

管、報告書の書き方などについて説明がありました。

進委員会の三荒です。本日は宜しくお願い致します。 最終承認は財団本部が行い、資金送付(7月以降)が
その証となるので、それ以前にプロジェクトを開始
・伊藤和彦さん： 平塚西ロータリークラブの伊藤と
申します。本日はマイロータリーの登録のお手伝い

しないよう要請がありました。資金管理チームには

をさせていただきます。よろしくお願い致します。

私の他にお一人若い方にお願いします。

・杉﨑正さん： ガバナー補佐引継でまいりました。

☆新宅文雄さん：

よろしくお願いします。

以前例会に出席されたジャズシンガーの鈴木よしの

・百瀬恵美子さん： 三荒さん

伊藤さん

ようこそ

さんは有力な会員候補者です。この方が11月9日に

マイロータリーの登録よろしくおねがいします。

海の見えるホールでチャリティジャズコンサートを

お誕生日祝いありがとうございました。杉崎次期ガ

やります。余剰金は聖ステパノ学園に寄付されます。

バナー補佐ようこそ宜しくお願いします。

井上さんを委員長に幅広く実行委員会を作って広く

・守屋紀忠さん： 新ガバナー補佐杉崎よろしくお願

チケットを売って貰う積もりでおります。皆さんの

いします。マイロータリー指導三荒さん、中丸さん

ご協力をお願いします。ジャズだけでなく日本の歌

指導よろしくお願いします。

もいれて思い出に残るコンサートにしたいと本人が

・河本親秀さん： 地区マイロータリー委員会伊藤さ

申されています。鈴木さんには是非会員になって貰

ん、三荒さん中村さんようこそ、今日はご指導よろ

いたいと思っていますので、よろしくお願いします。

- 2 -

事をやらされました。暫くして会長エレクトが退会

現･次ガバナー補佐挨拶：

されるという事で変わりに任命されました。それで

◇百瀬恵美子現ガバナー補佐：

色んな役職の経験がなく会長になり、また暫くして
ガバナー補佐になれと推薦されまして受けざるを得
なくなりました。
昨年から教育が始まっておりまして、毎週々々大変
です。昨日次年度会長幹事会をスタートさせまして、
これから次年度に向かって頑張りたいなと思ってお
ります。第8グループで次年度地区研修協議会開催
を引き受けることになっておりますが、ホストが二
宮で人数が少ないため、平塚西の山田さんが筆頭に
なって各クラブをまとめて、この研修協議会を成功
次期杉崎ガバナー補佐との引き継ぎ挨拶で先週より

させようという事です。2780地区でもグループでや

二人で各クラブを訪問しています。

ることは初めてのことで、地区研修リーダーの大谷

この1年間皆様のお陰で第8グループのガバナー補佐

ＰＤＧも非常に関心を示して何とか成功してくれと

が無事つとめる事が出来るかなと思っていますので、 言っておられます。私もこれを成功させる一助にな
りたいと努力して参ります。
ほっとした安心している顔をしてるでしょう??。
1年前はドキドキして顔が引きつってたと思います。 次年度ＲＩ会長のマロニーさんは「世界で手をつな
ぐ」という事で皆さんで協力して仲良くやりましょ
1年前の思いを杉崎さんが引き継いで頂けて有難う
の思いでいっぱいです。

うと言っています。会長幹事会でも楽しくやりまし

杉崎さんは大磯にお住まいで、イベント時にお目に

ょうという事で、面白くなければロータリーにいて

かかることが度々あって、何時もニコニコ笑ってお

もしょうがないだろうと･･･。皆さんの協力を得な

られ、ほっと出来る方とのイメージがあります。又

がら、この1年頑張って行きたいと思いますので、

地域にしっかり根を張って、信頼されている方であ

どうかよろしくお願い致します。

るので次期ガバナー補佐として大変安心してお任せ

◇卓話

出来る方と思っております。

マイロータリーセミナー

杉崎次年度ガバナー補佐どうぞ宜しくお願い致しま

地区マイロータリー推進委員会
伊藤 和彦 委員

す。

◇杉崎 正 次年度ガバナー補佐挨拶：

ただ今紹介頂いた平塚北クラブの杉崎です。百瀬さ

マイロータリーの登録が非常に難しいと言われてい

ん、新宅さんにはちょくちょく会うので･･･。寺崎

ますが、コツを覚えてしまえばそんなに難しいもの

に住んでいます。生まれは愛川町、27歳の時にこち

ではありません。パソコンに慣れていない方も多く、

らに婿入りし現在に至ります。会社の本社が平塚に

未だあまり普及していません。お手元の資料にある

あり、その関係で平塚北RCに入会。会社は終わりま

ように約40％です。脇ガバナーは登録を推進して50

したがロータリーはそのまま続いています。ロータ

％にするという要望がありまして、我々推進委員が

リー経験は10年ほどです。入会して直ぐ副幹事、幹

各クラブを廻りまして普及活動をしているところで
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す。今までは地区のクラブ管理運営委員会の一部と

「注」：

して活動していましたが,脇ガバナーの要望があり、 例会場では、大磯プリンスホテルのWiFiのＩＤとＰ
独立した委員会として活動しているところです。

Ｗを貰って百瀬さん、新宅さんが自分のＰＣ，スマ

マイロータリーとはどう言うものかお話ししまして、 ホを使い、伊藤委員の説明と地区委託のマイロータ
あと登録の仕方をお話しし、この場で一人でも登録

リー推進指導員の中丸氏の指導を受けながらMy ROT

が出来るようにして行きたいと思います。パソコン

ARYへの登録に挑戦しました。＝本日登録成功は百

はなくてもスマートフォンとかタブレットがあれば

瀬さん、新宅さん。既に登録すみは河本さん、瀬戸

条件が整っていれば登録は可能です。

さんの2人、登録準備中は大藤さん、桜井さん。年

マイロータリーにはロータリー活動、地区/クラブ

度内計6名の登録を目標とします。

運営に必要な情報やデータを随時入手出来る便利な
システムです。この中にクラブセントラルというの
があります。クラブの目標、達成率等、又事務局が
色々なことが簡単に登録出来、その進捗状況が見ら
れるシステムがあります。
クラブセントラルのメリット：
1．多くのデータがひとつのところで管理出来る。
2．紙の使用を減らし、地球に優しい
3．クラブ目標や進捗状況の確認が出来る。

◇桜井ＳＡＡ ：

4．ロータリアンは誰でもクラブの目標を確認出来

次例会よりノーネクタイ例会にします。

るので、クラブ役員は毎年変わるが、昨年度、今年
度、次年度へと継続した目標を決定出来る。
5．各画面の説明：
・公共イメージ
・会員向けデータベース：フォーラム、イベント、
寄付、プロジェクトの立ち上げ、ロータリーについ
て、資料のダウンロード、クラブの情報、自分個人
の情報、国際大会、地区大会、地区研修協議会等の
情報、広報活動に役立つツール、各年度のロゴ、ク
ラブの検索=旅行時のメーキャップ先クラブ、他地
区の活動情報、他クラブの活動情報、会員個人間で
情報(メールなど)交換が出来る、ロータリーの歴史、
手続き要覧の閲覧、クラブ委員会運営に必要な資料
等々非常に有用な情報画面が出てくるので、自分の
必要な情報を選んで利用出来る。
My ROTARYの登録：
登録については難しいというか面倒なところがあ
ります。
パワーポイントと配付資料に従って説明：
1．ロータリーに登録してあるローマ字姓名でない
と登録出来ない。Ito

Itou

Itoh

等

大文字、

小文字も合っていないとダメ。クラブセントラルで
確認出来る。
大磯ＲＣは現在2名の登録ですが、6月末までに50％
の登録まで上げて頂くようお願いします。
以

上
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