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◇歌唱「ガバナー歓迎の歌」「奉仕の理想」「我は海の子」「覇気あれ我がクラブ」     
◇会長挨拶    ◇幹事報告    ◇委員会報告 伊藤会員皆出席 50 年を祝う会の確認 
◇ガバナー公式訪問 卓話：菅原光志様（第 2780 地区ガバナー・鎌倉ＲＣ） 
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＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

２０１２～２０１３年度 

2012 年 8 月 23 日（木） 第２５４４回例会 天候：晴れ 司会：横山貢副幹事 No. 7 

◎ゲスト・ビジター紹介 

菅原光志様（第 2780 地区ガバナー・鎌倉ＲＣ） 

田中伸宜様（第４グループガバナー補佐・綾瀬ＲＣ） 

◎幹事報告 

◇ＲＩより  

＊2012-2013 公式名簿（Ｏｆｆｉｃｉａｌ Directory）ＣＤ  ＊９月

度ロータリーレート １＄＝８０円 

◇ガバナー事務所より  

＊職業奉仕セミナー開催要項  ・９／１５(土) １４：００～１

６：００ ・第一相澤ビル６Ｆ 

＊奉仕プロジェクト事例紹介セミナーの通知  ・９／１２

(水) １４：３０～１６：３０ ・第一相澤ビル６Ｆ「会議室」 

＊「地区指導者セミナー」について  

・講師…北清治氏（浦和東ＲＣ） ・クラブ質問事項連絡

の依頼 

・講演内容…①「長期戦略計画」と「未来の夢計画」 ②

「単年度主義とクラブの自治権について」 ③「ロータリーの

基本である親睦と奉仕を如何に実行するか」 

＊「職業奉仕月間」（１０月）卓話について 

＊「Ｒ財団月間」（１１月）卓話について 

＊地区大会記念 親睦ゴルフコンペの案内  

・１０／１５(月) ８：００スタート ・相模カンツリー倶楽部 ・

プレー費：20,000 円 ・参加費：5,000 円 

◇米山梅吉記念館より  

＊秋季例祭について ・９／１５(土) １４：００～ ・米山梅吉

記念館ホール ＊賛助会入会の依頼  ＊米山梅吉記念

館 館報 ２０１２秋 Ｖｏｌ．２０ 

◇ハイライト米山 １４９  

◇タウンニュース 

◎会報 着 藤沢北西 ・ 大磯 

◎例会変更 

☆寒 川  ９／ ３（月） 移動例会 さむかわ商工倶楽部 ﾋﾞ

ｼﾞﾀｰ費：3,000 円 （新会員歓迎会） 

        ９／１７（月） 休 会 （祝日） 

左）ソングリーダー・古知屋会員 中）ピアノ伴奏は斉藤会員ご夫

人の万里子様。いつもありがとうございます 右）委員会報告の加

茂会員 下）和田会長・菅原ガバナー・田中ガバナー補佐 



 
◎出席報告  梅田弘人会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 
８／２３ ２５４４ ３１ ２９ ２６  ３ ８９．６６％  

８／２ ２５４２ ３１ ２５＋４ ２４ １＋０ ４ ８６．２１％ ８６．２１％ 

 ◎スマイル報告 稲毛 隆会員 

菅原光志様（2780 地区ガバナー・鎌倉ＲＣ）素晴らしい例

会に公式訪問でき感謝申し上げます。よろしくお願い申し

上げます。 
田中伸宜様（第４グループガバナー補佐・綾瀬ＲＣ）本日

はガバナーのお伴で参りました。よろしくお願い致します。 
和田幸男君 菅原ガバナー、田中ガバナー補佐ようこそ。

よろしくお願い致します。 
下里洋一君 菅原ガバナー、ようこそ。田中ガバナー補佐、

おつかれ様です。 
田中賢三君 菅原ガバナー、本日よろしくお願いします。

田中Ｇ補佐、御苦労様です。斎藤万里子さん、ピアノ有難

うございます。 
池上 實君 残暑厳しい中、菅原ガバナー、公式訪問御苦

労さまです。よろしくご指導下さい。 
伊藤留治君 菅原ガバナー、田中ガバナー補佐本日はよう

こそ。お世話になります。 
程島利通君 菅原ガバナー、公式訪問ようこそ。 
杉本行廣君 菅原ガバナー、田中ガバナー補佐、本日はお

暑い中我がクラブへようこそ。御指導をよろしくお願いし

ます。 
小林 亨君 お客様ようこそ。菅原ガバナー、いつもお世

話になっております。田中ガバナー補佐ようこそ！ 
出口敬純君 菅原ガバナー、田中ガバナー補佐、ようこそ

いらっしゃいました。クラブ協議会までよろしくお願いし

ます。 
加茂正司君 菅原ガバナー、田中ガバナー補佐、本日はよ

ろしくお願いします。 
加藤 寛君 ガバナー、ようこそいらっしゃいました。宜

しく御指導の程、お願いします。 
河本啓伸君 菅原ガバナー、田中ガバナー補佐、本日はご

訪問ありがとうございます。運転歴 30 年、初めてゴール

ド免許をもらえることになりました。 
成田栄二君 菅原ガバナーようこそ！ご指導よろしくお願

い致します。 
斎藤信夫君 菅原ガバナー、本日はよろしく御指導お願い

致します。 
小澤耕一君 菅原ＤＧようこそ！今日はよろしくお願い致

します。 
大森久巳男君 第 2780 地区ガバナー菅原光志様、第４グ

ループガバナー補佐田中伸宜様ようこそいらっしゃいまし

た。心から歓迎致します。 
岡本辰男君 菅原ガバナーようこそ。卓話楽しみです。 
山口利通君 菅原ガバナー、田中ガバナー補佐、本日はご

苦労様です。よろしくお願い致します。 
岡田和人君 菅原ガバナー、田中ガバナー補佐、本日はよ

うこそおいでくださいました。卓話楽しみにしています。 
梅田弘人君 菅原ガバナー、本日はよろしくお願いします。 
稲毛 隆君 菅原ガバナー、田中ガバナー補佐、ご苦労さ

まです。よろしくお願い致します。 
［本日 23 件、42,000 円です］ 

 元気があって活性化しているクラブというのは、出席率

がよい、増強出来ている、退会する会員が少ない、奉仕活

動に参加する会員が多い、といった特徴があります。現在

の状況では、簡単に会員増強は出来ませんが、逗子ＲＣな

どは、昨年 50 周年を迎えるに当たって、会員数を 40 名か

ら 50 名にするために、３ヶ月間無料で例会に参加出来るよ

うなシステムにしたら、11 人入ったそうです。まあ、３ヶ

月ただ飯を食べたら断り切れないといったところもあるの

でしょうが、こうしたアイデアを出していってもらいたい

と思います。 
 ロータリーには柔軟性と刷新性も必要です。研修リーダ

ーは新しい会員は勿論、古い会員にも変わりゆくロータリ

ーを伝えて頂きたい。変わらないのは親睦と奉仕の理想が

両輪だということです。奉仕の理想とは、職業奉仕の理念

と人道的奉仕の理念の遂行です。また、親睦とは、ただ集

まって酒を飲むことではなく、会員がお互いに尊敬し、相

手の身になって考えるというのを修練する場であり、相手

とよく知り合い、よく理解し、助け合うことです。 
 ガバナーという立場上、オリンピックとロータリーのこ

とも重ね合わせて考えてしまいます。皆さんに「元気で」

と言っている手前、自分も元気で楽しまないと、人も楽し

くできないですから。水泳・背泳ぎの入江選手がメダルを

獲った時に「チームの 27 人が応援してくれて取れたメダル

です」と言ったことや、男子メドレーリレーのあとの松田

選手のコメントで「（平泳ぎでメダルの獲れなかった、北島）

康介さんを手ぶらでは帰せないぞって残りの３人で話しま

した」と語ったことなどは、ロンドンオリンピックの水泳

チームが本当に素晴らしい結束力を持っていたことの証で

しょう。ロータリーも強い仲間意識を持って行動すること

で活気が出てくるというのは、オリンピックと同じです。

このクラブでも 31 人のメンバーが仲間意識を持って、若い

会員をもう少し増やして、茅ヶ崎のリーダーとなってもら

いたいと思います。 
 私の好きな言葉に高杉晋作の辞世の句があります。「おも

しろき こともなき世を おもしろく 住みなすものは 心な

りけり」。ちょっと視点を変えて物事を見れば、それは面白

いものにもなるし、素晴らしいものにもなる。田中作次Ｒ

Ｉ会長は「出来ない理由を探すのではなく、どうすれば出

来るか。それは私次第」と謳っています。また、元気なク

ラブになるためにはガバナー月信８月号にも載っている

『ロータリークラブ 100 のヒント』というのがございま

す。ロータリーの友８月号にも増強について、いいことが

書かれています。是非、ご一読下さい。 
 
卓話は当クラブホームページからお聴きになることが可能です 

卓話：菅原光志様 

第 2780 地区ガバナー

（鎌倉ＲＣ） 

紹介者：田中伸宜第４

グループガバナー補佐 


