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◇歌唱 「それでこそロータリー」 「我等は二度生まれる」     ◇会長挨拶      
◇幹事報告       ◇委員会報告 クラブ研修リーダー・次年度理事会 
◇卓話 「ＰＥＴＳ報告」 出口敬純会長エレクト 
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＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

２０１２～２０１３年度 

2013 年 3 月 28 日（木） 第２５７２回例会 天候：晴れ 司会：横山貢副幹事 No. 35 

◎ゲスト・ビジター紹介 

杉田祐一様（入会予定者） 

◎幹事報告 

◇国際ロータリーより  
4 月度ロータリーレート 1$=94 円 
◇次年度ガバナー補佐より  
第 2 回次年度会長・幹事会開催の通知 
・4/17(水)18:30～・茅ヶ崎「アップル」・会費:5,000 円 
◇台北西北 RC より RI3480 地区『地区大会』へ参加

(招待)の案内と地区大会スケジュール 
・4/13(土)…9:00 開幕式及び第一次大会 12:00 例会

19:00 晩餐会・4/14(日)…16:20 閉幕式 
・台北グランドホテル(円山大飯店) 
◇東京世田谷 RC より 東京世田谷 RC 創立 50 周年記

念式典ご参会の御礼 
◇タウンニュース(GSE 関連の記事が掲載されました) 
◎例会変更 

☆藤沢北西 4/25(木)12:00 点鐘藤沢市少年の森(少年

の森清掃移動例会の為) 
      5/2(木)休会(クラブ定款による) 
      5/9(木)18:00 点鐘ラーラ・ビアンケビジタ

ー費:7,500 円(第 37 回創立例会の為) 
☆平塚南  3/29(金)18:00 点鐘平塚総合公園内「レス

トラン大原」(家族親睦お花見会) 
☆綾瀬春日 4/3(水)18:30 点鐘パンパシフィック横浜

ベイホテル東急 3F トウーランドット横浜店 
◎会報 着 台北西北・藤沢北西・平塚・綾瀬 
◎委員会報告 

出口会長エレクト：次年度理事会に於ける組織図の確

認、地区協議会出席者の確認 
 

クラブ研修リーダー［池上会員］：女性会員入会に関する

ミニ情報（手続き要覧第５条・第１節の変更） 
◎理事会報告［次年度］ 
2013－2014 年度 茅ヶ崎ＲＣ組織図（案）について出口

会長エレクトより説明があり、承認。 

3 月 25 日に行われた新会員歓迎会。美女 3 人に囲まれる和田会長 



 
◎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 
３／２８ ２５７２ ３５ ３２ ２９ ０ ３ ９０．６３％  

３／７ ２５７０ ３５ ３４ ２９ １ ４ ８８．２４％ ８８．２４％ 

 ◎スマイル報告 佐々木博会員 

下里洋一君 申し訳ない。早退です。動物病院がリニュ

ーアルオープンしました。遊びに来て下さい。 
伊藤留治君 美女二人に囲まれて幸せな例会です。 
田中賢三君 ゲストの杉田さんようこそ。来週からよろ

しくお願いします。岡田さん御栄転おめでとうございま

す。これからもよろしくお願い致します。 
和田幸男君 ４月より入会の杉田さんようこそ。出口エ

レクト、ペッツ報告ご苦労様です。 
岡田和弘君 すみません、突然ですが異動となりました。

短い間（11 ケ月）でしたが、大変お世話になりました。

ありがとうございました。 
出口敬純君 杉田祐一様ようこそ。入会楽しみにしてい

ます。 
岩澤あゆみ君 前日は温かな歓迎会を開催して頂き、本

当にありがとうございました。ロータリーアンの皆様の

友情に対するあたたかい気持ちを早速に感じておりま

す。これからもよろしくお願い致します。 
加茂正司君 春うらら。とても気持ちの良い気候になり

ました。岡田さん、ご栄転だそうで、おめでとうござい

ます。拍手！拍手！ 
河本啓伸君 池上先生、過日は貴重なＤＶＤをありがと

うございました。渾身の演奏感動致しました。出口っち

ゃん、ＰＥＴＳ報告で 30 分というのは相当ツラいはず。

適切に頑張って！入会予定の杉田さん、ようこそ。 
加藤 寛君 出口次年度会長、ＰＥＴＳ出席御苦労様で

す。 
粂 仁夫君 杉田祐一君ようこそ。出口敬純次年度会長、

卓話楽しみです。 
中山富貴子君 先日は歓迎会をありがとうございまし

た。奉仕の心を胸にきざみ、お仲間となれますよう努力

致します。 
岡本辰男君 卓話とっても楽しみです。 
大森久巳男君 杉田祐一様ようこそ。入会歓迎致します。 
杉本行廣君 入会予定の杉田さん、ようこそ。御入会を

歓迎して。 
横山 貢君 ３月 30・31 日は茅ヶ崎中央公園にて茅ヶ崎

桜まつりが開催されます。同時に観光協会 50 周年ゆるキ

ャラパーティや 31日には下里会員の動物愛護会里親さが

しも開催されます。桜が散っても「花より団子」。皆さん

是非中央公園まで足を運んで下さい。 
佐々木博君 出口さん、卓話よろしくお願いします。岡

田さん、ご栄転おめでとうございます。 
［本日 17 件、23,000 円です］ 

ＰＥＴＳ報告 

 3 月 13 日(水)PETS がグランドホテル湘南で開催されました。

出席者数は、クラブが 62 名、地区 61 名、合計 123 名です。 
菅原ガバナーの挨拶のあと、相沢ガバナーエレクトが次年度

RI のテーマ・方針・目標について話されました。次にロータリ

ーの友編集長の二神典子さんの「公共イメージと認知度の向上に

ついて」と題した基調講演がありました。それから、三班に分か

れて分科会があり、第一セッションでは「クラブ会長の役割と責

務について」、第二セッションでは「公共イメージと認知度の向

上について」学びました。その後、「R 財団・米山奨学委員会に

ついて」の説明があり、終了後、懇親会という流れでした。 
2013-14 年度国際ロータリー会長ロン・D・バートン氏（米国

オクラホマ州ノーマン RC）のテーマは、「ロータリーを実践しみ

んなに豊かな人生を」(ENGAGE ROTARY, CHANGE LIVES)
です。バートン氏はノミニー時代に「私のビジョンは一人ひとり

のロータリアンが、ロータリアンでよかったと思えるようにする

こと、戦略計画と未来の夢はそれを可能にしてくれるはずです」

と話されていたとのことです。 
未来の夢計画は、2010-11 年度からパイロット地区として世界

中で 100 地区、日本も 6 地区が選ばれ試験期間がスタートし、

2013 年 7 月から実行されます。クラブそしてロータリアンが各

地区などのニュースをとりいれてプログラムを創造し、自らが行

動する奉仕の絶好の機会となります。 
相沢ガバナーエレクトの地区運営方針は次の通りです。 

＜地区活動方針＞ 

1. RI 会長テーマの推進  
2. RI 会長重点事項の推進  
(1)会員増強(拡大) 各クラブ 10％純増の目標  
(2)ロータリー財団を通じた人道的奉仕の充実  
(3)ロータリーファミリーを通じたネットワークの強化  

3. 未来の夢計画の推進  4. RI 戦略計画の推進  
5. 地区研修委員会、クラブ研修委員会の充実  
6. 奉仕活動推進(3 年後)のためロータリー財団年次寄付 1 人当

り US200 ドル以上の目標  
ポリオ撲滅の推進／世界平和フェローシップ  

7. 米山奨学金への 1 人当り 20,000 円以上の寄付目標  
8. 新世代育成の推進 ローターアクトクラブ、インターアクトク

ラブ新設目標  
9. ガバナー補佐の役割、責務  

10. 地区幹事・副幹事の役割、責務  
11. 地区・クラブ役員の 18 カ月活動環境作り  
12. 東日本大震災復興への支援 
 
未来の夢計画［概要］ 

新地区補助金は、一括して地区に支給されるもので、DDF(地
区財団活動金)の 50 パーセントまで使用することができる。地元

地域社会や海外への奉仕活動。グローバル補助金は、6 つの重点

分野、(平和と紛争予防・疾病予防と治療・水と衛生・母子の健康・

基本的教育と識字率向上・経済と地域社会の発展)において、比較

的大きな奉仕活動、最低 30000 ドル以上とし、海外への教育的・

人道的なプログラムで持続可能でクラブや地区が関与しなくな

っても成果が続いていくもの。 
戦略計画［概要］ 

3 年～5 年にわたる計画を立て、クラブのビジョンを描いて現

会員と入会候補者が望むようなクラブづくりをして行くこと。幅

広い見解や意見を取り入れるため、クラブ全員、クラブ全体を反

映できるような多様な代表者が立案にかかわる。毎年見直しを行

い、必要に応じて年次目標等を修正する。 
RI 戦略計画は「クラブのサポートと強化」「人道的奉仕の重点化

と増加」「公共イメージと認知度の向上」 
 

卓話「ＰＥＴＳ報告」 出口敬純君 

＝卓話者プロフィール＝ 
でぐちたかずみ 1956年2月25
日生まれ ガソリンスタンド 

出口商事株式会社代表取締役 
2006 年入会  2011-2012 年度幹

事 現年度：会長エレクト 


