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■合唱：我等の生業

◇プログラム ・8月1日：休会・8月8日：夜間例会、直前会長幹事慰労会・8月15日：休会・8月22日：理事会
◇出席報告

I.

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(3名 )

２４７５回 15(13)

10

76.92％

－

－

原、太田、田中さん

２４７３回 15(13)

11

78.75％

－

－

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名）

杉岡ガバナー/会長/幹事懇談会次第

◇前期１００％出席者表彰：瀬戸亨一さん

（大磯プリンスホテルS.ダイニングにて）
10:30~11:00:杉岡芳樹DG、杉崎正AG打合せ
11;00~11:45:DG、AG＋石山会長、桜川幹事、
河本PDG、百瀬直前AG会議
12:00~12:30:例会場に移動、全会員と昼食
12:30~13:30:例会
13:30~14:00:杉岡DGと懇談会
14:10: 杉岡DGモンゴル･ウランバートル米山学友世
界大会参加の為、成田空港へ
杉岡ガバナー、杉崎ガバナー補佐、石山会長、桜川
幹事、河本会員、百瀬会員の懇談会では、クラブの
現状、会員増強の現状、奉仕活動で特に力を入れて

◇出席報告：百瀬恵美子委員

いること=ウガンダ･ブタンバラ県にNPO法人コンフ
ロントワールドと協働で、ロータリー財団地区補助
金を得て、エイズ患者の家10軒各戸にトイレ建設計
画＝について報告、意見交換が行われた。
II． 例会：

◇ゲスト：杉岡芳樹ガバナー
杉崎正ガバナー補佐
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◇会長報告：石山智司会長

◇委員会報告：
☆スマイルボックス

河本親秀さん

本日は杉岡ガバナーの公式訪問例会です。
杉崎ガバナー補佐も先週に続いて出席されています。 ・松岡芳樹ガバナー(相模原）： ガバナー公式訪問
杉岡ガバナー本日はご指導よろしくお願い致します。 にてお伺いいたしました。本日はよろしくお願いい
たします。

◇幹事報告：桜川誠幹事

・杉﨑正ガバナー補佐（平塚北）： ガバナー公式訪
問にまいりました。よろしくおねがいします。
・石山智司さん： 杉岡ガバナー公式訪問お出で頂き
有難うございます。宜しくご指導の程よろしくお願
い致します。杉﨑ガバナー補佐先週に引き続きお出
で頂き有難うございます。本日も宜しくお願い致し
ます。
・桜川誠さん： 杉岡ガバナー、杉﨑ガバナー補佐よ
うこそいらっしゃいました。本日はよろしくお願い
します。
・井上浩吉さん： 杉岡ガバナー、杉﨑ガバナー補佐
ようこそ。
・百瀬恵美子さん： 杉岡ガバナー様、杉﨑ガバナー

回覧：

補佐様

1．青少年交換来日･帰国学生オリエンテーション､

くお願いします。

解団式のお知らせ

・守屋紀忠さん： 杉岡ガバナー、ようこそ大磯へ

2．2022年規定審議会代表議員選出の件、代表議員

本日はよろしくお願いします。

候補者提案告知書

・新宅文雄さん： 杉岡ガバナー公式訪問ご苦労様で

3．ザ･ロータリアン誌が到着

す。本日はご指導の程よろしくお願いします。杉﨑

配布物:

ガバナー補佐よろしくお願いします。

1．会報2473回、2474回

・河本親秀さん： 杉岡ガバナー、杉﨑ガバナー補佐

2．直前会長･幹事慰労会：8月8日18時

ようこそ大磯ロータリークラブへ！よろし

ようこそ。ようこそお出で頂き有難うございます。
本年度よろしく御指導の程お願い致します。杉﨑ガ

会長幹事会報告 ：

バナー補佐ようこそ。本日もよろしくお願い致しま

ガバナー月信の表紙を飾る写真の募集：

す。

集合写真ではなく、奉仕活動の写真が望ましいとの

☆河本親秀会報･広報･雑誌委員：

事です。是非良い写真があれば応募しましょう。

本日より 会報写真担当公式ホトグラファーを瀬戸さ
ん にお願いしましたのでよろしくお願い致します。
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◇杉岡ガバナーの紹介：杉崎ガバナー補佐

今日は！1週間前に来たばかりで…。杉岡DGの紹
介ビデオを流したばかりで特に説明することはあり

（パワーポイントを使いながら、次の４項目につい
て卓話がありました。）

ません。懇談を気楽に楽しくやる。格式張って堅く
ならないようにして。多彩な経験の持ち主なので色

1．2019-20年度RI会長テーマ及び会長方針

んな質問をされると良いと思います。先週頂いたク

2．ロータリーのビジョン声明

ラブの概要も渡してありますので、逆の質問もある

3．新しいロータリーの戦略計画

かも知れません。杉岡ガバナーよろしくお願い致し

4．2019-20年度第2780地区

地区方針

ます。
以下は杉岡ガバナーが卓話で使用されたPPTスライ
ドの概略

◇ガバナー卓話
杉岡芳樹ガバナー

1． RI会長テーマ:
「 ロータリーは世界をつなぐ」
会長方針 ：
(1)ロータリーを成長させる
(2)家族の重要性を強調
(3)内部組織の改革
(4)国連とのパートナシップ

2． ビジョン声明；
「私達ロータリアンは、世界で、地域社会
そして自分自身の中で、持続可能な良
むために、人々が手を取り合っ

沢山のスマイル頂きまして有

3． ロータリー戦略計画：
(1)前年度までの戦略計画：

難うございます。

・クラブのサポート強化

八つ目の公式訪問でお伺いさせて頂きました。スマ

・人道的奉仕の重点化と増加

イルで「ご指導」と皆さんおっしゃるんですけどそ

・公共イメージと認知度の向上

れはどうか?と思うんですが、卓話をさせて貰いま

ただし、中核的価値観は不変です

す。大磯クラブからは河本さんがパストガバナーと

中核的価値観

して毎回諮問委員会にお出で下さってお世話になっ

・親睦
・高潔性

（Fellowship)
(Integrity)

・多様性

(Diversity)

ていますし、百瀬さんは昨年度大変な重責でガバナ
ー補佐をやって頂きました。有難うございます。
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い変化を生

て行動する世界を

目指しています」
改めまして今日は！

で、

・奉仕

(Service)

2019-20年度ロータリー戦略計画の年次目標
：

・リーダーシップ (Leadership)

(2)新しいロータリーの戦略計画：

優先事項1の目標：

①より大きなインパクトを もたらす

人びとが手を取り合うのを促す
優先事項2の目標：

ダイナミックで魅力ある奉仕団体であり続け
るため、プログラムに力を注ぎ、持続的な成果

行動する

を実証するために；

優先事項3の目標：
内部/運営的事項

目的：
・ポリオを撲滅し、残された資産を活用する
・ロータリーのプログラムおよび ロータリーが
提供する体験に焦点を当てる
・活動成果を挙げ、それを測る能力を高める
②参加者の基盤を広げる
より多くの参加者をロータリーに迎え入れ
る、会員基盤を広げるために；
目的：
・会員基盤と参加者の基盤を広げ多様化する
・ロータリーへの新しい経路を創り出す
・ロータリーの開放性とアピール力を高める・
活動成果とブランドに対する認知を築く
③参加者の積極的なかかわりを促す
・ ともに奉仕し、人間関係を広げ、より満足

2019-20年度地区方針：
1クラブ1奉仕プロジェクトを!

のいく経験、機会を提供するために；
目的：
・クラブが会員の積極的参加を促せるよう支援
する
・価値を提供するため、参加者中心のアプロー

1.ＲＩ会長テーマおよび強調事項の推進
2.ＲＩロータリー賞への積極的なチャレンジ
ロータリー賞はクラブ活性化の明確な指標

チを開発する
・個人的/職業的なつながりを築くための新たな
機会を提供する

となっている。

・リーダーシップ育成およびスキル研修の機会
を提供する

励する

各クラブが指定された項目をクラブの計画
にあげ、受賞資格を得る活動がなされるよう奨

④適応力を高める
ビジョンを達成し、変わりゆく世界的な傾

3.新しい戦略計画の推進

向に追いつくために組織と文化を進化させるた
めに；

・参加者の基盤を広げる

目的：

・より大きなインパクトをもたらす
・参加者の積極的なかかわりを促す
・適応力を高める

・研究と革新、および進んでリスクを負う
ことへの意思を奨励する文化を築く

4.会員増強・会員維持・クラブ拡大

・ガバナンス、構造、プロセスを合理化する
・意思決定における多様な考え方を育むため

・女性会員や40歳未満の会員の入会、また ロ
ーターアクトのロータリークラブへの入会を促

に、ガバナンスを見直す

す
・各クラブ2名以上の純増を
・既存会員の維持
・新クラブ（衛星クラブを含む）の拡大
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5.新世代育成の推進

杉岡ガバナーと懇談会

・インターアクト、ローターアクトへの支援

司会

新宅文雄さん

および協力の強化。またロータリー賞受賞 に
向け、指定された項目をクラブで実行するよう
奨励する
・インターアクト、ローターアクトの新クラブ
拡大
・若い職業人、若い世代のリーダー育成
（RYLAの実施）
6.地区ビジョンおよびクラブビジョンの策定
の推進
・戦略計画を基礎として、地区およびクラブ
の中期ビジョンの策定を奨励します。クラブに
おいては、戦略計画委員会または長期計画委員
会等の委員会を立ち上げ、または活性化して、
クラブの将来のあるべき姿を描き、その実現に

ガバナー卓話有り難うございました。

向けての行動計画を立てていただきたい
7.奉仕活動のためのロータリー財団への年次

ガバナー卓話に関することだけでなく、皆さん日頃

寄付

んどんおっしゃって下さい。

・年次寄付
・恒久基金

からのロータリーに関する疑問がありましたら､ど
問 ： 杉崎AG：毎月「ロータリーの友」が来ますが、

200ドル以上 / 1名
1,000ドル以上 /1クラブ

・ポリオ寄付

誰かその内容の紹介をされていますか?
ツ ン ド ク

答 ：皆が夫々読む形。そのまま積ん読の人も。

40ドル以上 / 1名

杉崎AG：私が雑誌担当の時は指名して紹介して貰っ

8.米山奨学会寄付

ていた。そうすると必ず読みますから。

・20,000円以上 / 1名
9.公共イメージ向上に向けて

答 ：我々もこれからやりましょう

・ロータリーの認識を高め、「世界を変える行
動人」(People of Action)キャンペーンを促進
する。

問：瀬戸さん： 未だ1年経っていないのですが、役
を色々=親睦、会報・広報･雑誌、会員増強､社会奉
仕、ウガンダにトイレ建設プロジェクト､今日から
公式フォトグラファー＝頂きまして、有り難い限り
です(^_^)ロータリーには何か奉仕活動をしている

最後に；
クラブの目的 は、

団体という認識で入りました。実際にはどういう行

「ロータリーの目的の達成を目指し、五大奉仕

動をすることが奉仕なんだろうかというのが疑問の
ままです。参考になるお話を頂ければ有り難い。

部門に基づいて成果あふれる奉仕プロジェクト
を実施し、会員増強を通じてロータリーの発展
に寄与し、ロータリー財団を支援し、クラブレ
ベルを超えたリーダーを育成することである」
（標準ロータリークラブ定款第３条）

JOIN LEADERS
EXCHANGE IDEAS
TAKE ACTION
クラブの一年間の皆さまのご活躍を期待します
魅力ある、元気なクラブをつくりましょう！
卓話終了13:30

点鐘：石山会長

答：杉岡DG：ウガンダのトイレ建設プロジェクトを
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是非見てきて欲しい。当地区では25の地区補助金プ

一緒に手伝う事は直ぐ出来ますね。町も見かねて僅

ロジェクトが動いています。夫々のクラブが対象地

かだが予算をつけています。

域の実態に即した奉仕活動をしていますので、それ

問：桜川さん ：ロータリー入会は瀬戸さん＋1年で

らも参考に見られることを勧めます。活動するには

す。ロータリーはポリオ撲滅運動を長くやっていま

先ず大磯地域の特色、問題点等を探って、何が欠け

すが、もしこれが完成したら次に何をやるか決まっ

ているのかどうすれば良いところを伸ばせるのかを

ていますか?

クラブの視点で考える事が大事と考えます。
或クラブではフィリピンの寒村が台風で水道施設が
壊れて使えなくなって困っているのを知って、10人
程が現地に行き現地のロータリークラブと協働して、
貯水池を作ったり、パイプを設置して配水出来るよ
うにし､完成式にも参加しました。
又国内では、河に鮎を再生させる為に稚魚を放流し
たりしているクラブもあります。そう言った例を見
ながらこの町で出来ることを探っていったらどうか
なと思います。
ロータリーは地域に奉仕プロジェクトを積み上げて
行く事が非常に大事であり、単なる親睦団体ではな
いと思っています。これが正しいかどうか色々な考

答：杉岡DG： ポリオは1985年からやっています。当

え方があります。多様性があるので､それに縛られ

時数十ヶ国で、何十万人も毎年発生していたポリオ

ることはないと思います。夫々のロータリーの良さ

が現在では2ヶ国=アフガニスタンとパキスタン=で

を感じてロータリーを楽しんで行ければ良いのかな

数十人にまで減っています。しかしながらこの2ヶ

と思います。

国は紛争国で、医師やボランティアが入って行けな
くて、ポリオの根絶が大変難しい国なので、直ぐに
根絶は難しいと考えられています。
もしポリオが根絶されたあとは何をするかについて
は未だ決まっていませんが、世界平和に力を入れよ
うと言う話が流れています。現在の平和フェロープ
ロジェクトが拡大されてアフリカにも拠点大学を設
置しようとしていることがその根拠となっているよ
うです．RIでも色々検討しているようですが、何も
結論は出ていません。

瀬戸さん ：有り難うございました。先輩に色々指導
して頂こうと思います。
ガバナーが3泊4日でウランバートルへ行かれるのを
聞いてびっくりしましたが、私もどうしたらウガン
ダへ行けるのか検討して頂こうと思います。
杉岡DG： 多分飛行機で行けると思います!!
｛全員(^_^)｝
新宅さん ：大磯で1人の女性が矢頭川の清掃を一生
懸命していたのを見かねた人達が次々出てきて清掃
するようになった。その女性が今は運動公園の南側

問：布川さん ：入会2ヶ月です。杉岡ガバナーが入

が蜜柑畠だったのが荒れ地になって草が鬱蒼として

会された時に、最初に何をやろうと思われたか､経

いるのを綺麗にしようとしています。そういう人と

験を話して頂けたら…。
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杉岡DG ：そういう志は何もなかったですね

(^_^)。 来なかった。12年経って、同時期に入った弁護士さ

25才から40才までJCの仕事をやっていました。私の

んと、もうそろそろ何を言っても良いだろうと話し

いる相模原RCにはJCの先輩が多くおられて、JCが終

始めたことを覚えています。今は誰でもが何でも言

わったらロータリーだと言われて何となくすっと入

える、良いですね!!

って、ロータリーとはどんな団体かよく分かりませ
んでした。クラブでは、40才を過ぎて入ってきた人
に教えるのは烏滸がましい、先輩の背中を見て学べ
と言われました。背中を見てもよく分からない(^_
^)。その中で徐々に活動して行きました。入会して
23年になりますが、メーキャップをしながら23年間
皆出席しています。その団体に入ったら、その決ま
り事や役職事は総てきちんとやろうとやって行く打
ちにだんだんロータリーが分かり､その面白さが分
かって、それではガバナーをやってみるかと思い立
ちました。3年前に大谷PDGと他1名、計3名で選挙に
なり、私負けました。それで余計に一生懸命やって
やろうと思い､ここまで来ました。決して偉いとか

ここで14時となり、杉岡ガバナーがモンゴル･ウラ

ご指導とか言われますがそんなことはなく、共に同

ンバートルの米山学友世界大会に出席するための航

じロータリアンですので、同じような志で、奉仕活

空便に間に合うように懇談会を閉じました。

動や親睦活動の中で人間関係を築いて行く事に魅力
を感じています。

百瀬さん ： 又公式訪問外に是非来て下さい!!

全員拍手でガバナーをお見送りし、ガバナー
公式訪問例会を無事終了しました。

布川さん ：自分の勤めている会社は各地でロータリ
ーさん、ライオンズさんにお世話になっており、ト
ップがロータリー、2番手がライオンズに入会して
います。
未だ2ヶ月ですが､毎回頂く資料はその日の内に読み
終わらないと仕事から上がりません。先程から出て
いますようにロータリーは教わるものでなく、諸先
輩から盗もうと日々それを見ながら勉強させて貰っ
ています。追いつくのは難しいですが、足を引っ張
らないように､瀬戸さんの補佐が出来るように､それ
を目指しますので、よろしくお願いします。
新宅さん ：私は50才で入会し、今は82才になりまし
た。入会した頃は食事が喉を通らなかった。美味し
い食事の味が分からなかった。先輩が怖くて話も出
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