
第 2015 回例会 

８月 27 日 №７ 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第２７８０地区ガバナー 

先週の例会で、私の紹介はビデオレターを見 

て頂きましたが、会議所会頭としてご存知の方 

も多いと思いますので、プロフィールは省略さ

せて頂きます。本日は第5グループで、2クラブ

目の公式訪問となり、気楽にできるかと思って

いましたが、少し緊張しております。また当ク

ラブからは地区にも多くの会員に出向して頂

き、有難うございます。 

 本日の卓話は、RIの方向性やRI会長からのメ

ッセージを説明させて頂きます。 

１、2019～20年度 RI会長テーマ及び方針 

２．ロータリーのビジョン声明 

３．新しいロータリー戦略計画 

４．2019～20年度 第2780地区 地区方針 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（パワーポイントにて、一部要約掲載） 

杉岡 芳樹（相模原ＲＣ） 

１．RI会長方針「ロータリーは世界をつなぐ」 

マーク・ダニエル・マローニ― 

 第6860地区 米国アラバマ州 

Decaturロータリークラブ 

税法、遺産、農業法を専門と 

する Blackburn,Maloney,and 

Schuppert法律事務所の社長。 

米国弁護士協会とアラバマ州弁護士協会、ア 

ラバマ州法律協会の会長。1980年に25歳でＲＣ 

に入会。30歳でクラブ会長、34歳でガバナー、 

そして64歳でRI会長に。会長方針は、 

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 

ーシップ 

 

会 長 横溝 志華  幹 事 田後 隆二 

 

       

２．ロータリーのビジョン声明 

「私達ロータリアンは世界で、地域社会で、そし 

て自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むた

めに、人々が手を取り合って行動する世界を目指

しています」 

３．新しいロータリー戦略計画 

2019年7月から新たな戦略計画が定められまし

た。但し、中核的価値観は不変です。 

○中核的価値観 

・親睦（Fellowship)  

・高潔性(Integrity)  

・多様性(Diversity) 

・奉仕(Service)  

・リーダーシップ(Leadership) 

○新しいロータリーの戦略計画 

（2019年7月より5年間） 

未来の枠組みを設けることで、世界各地でよ 

り良い地域づくりを行う定評あるダイナミック 

な団体として、ロータリーが評価され続けるよ 

うにするものです。そして、次なる４つの主な 

戦略的優先事項と目的が定められました。 

1)より大きなインパクトをもたらす 

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、持続的な成果を実 

証する；  

・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、

会員基盤を増やしていく；  

・会員の増強と多様化する。 

・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、より満足のい

く経験、機会を提供するために； 

・会員の積極的参加を促せるよう支援する。 

・価値を自覚できるよう、参加者中心の企画を開

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。 

・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。 

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向に 

追いつくために組織と文化を進化させていかなけ 

ればなりません； 

・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。 

・管理体制、構造、手順を合理化する。 

・意思決定において、より多様な考え方を受け入 

れるために、組織、管理体制を見直す。 

○ロータリー戦略計画の年次目標 

優先事項1の目標：人々が手を取り合うのを促す 

優先事項2の目標：行動する 

優先事項3の目標：内部/運営的事項 

４．第２７８０地区方針： 

“1クラブ 1奉仕プロジェクトを! ” 

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とな 

っている。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 

奨励する。 

3）新しい戦略計画の推進 

・より大きなインパクトをもたらす 

・参加者の基盤を広げる 

・参加者の積極的なかかわりを促す 

・適応力を高める 

4)会員増強・会員維持・クラブ拡大 

・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 

5)新世代育成の推進 

・インターアクト、ローターアクトへの支援及び 

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） 



 

 

●藤本 恵介会員 

 杉岡ガバナー、本日は宜しくお願い致します。 

●阪西 貴子会員 

①杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、ようこそいら

っしゃいました。どうぞ、宜しくお願い致します。 

②入会記念日の㝡住さん、おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日はガバナー公式訪問にあたり、杉岡ガバナ 

    ー、栗林ガバナー補佐にお越し頂いております。 

後程、杉岡ガバナーに卓話をして頂き、そして例

会後にガバナーとの懇談会がございますので、皆

様には、ぜひ積極的に意見交換をして下さい。 

本日もお花の紹介は割愛させて頂き、その代わ

りに愛知県犬山市の犬山中学の「卒業奉仕活動」

を紹介させて頂きます。この中学校は 3年生が卒

業する時に伝統行事が行われます。3 年間使った

机セットを綺麗に洗い、後輩のために用意してお

きます。 

毎年 2月、犬山市の木曽川の冷たい風と水の中

で生徒達が洗っている間に、PTA の皆さんが足湯

と温かいスープを用意して、生徒達と大事な時間

を過ごし、最後に教室を綺麗に掃除して、机セッ

トを並べて卒業します。 

     このニュースを、中国のユーチューブで見まし 

たが、コメントが多く出ていて、とても日本の教

育は素晴しいというコメントが沢山ありました。 

    ＜８月２０日 第５回会長幹事会の報告＞ 

当日は地区研修委員会、第 5グループ担当の滝

澤委員が参加され、挨拶して頂きました。 

 

 

 

「ロータリーは一生懸命やると面白いです、その 

一つのきっかけが会長幹事会で、良い仲間と良い 

経験が出来ます。第 5グループの会長幹事会には 

出来る限り出席したい」との言葉を頂きました。 

地区ロータリーの友の小川委員も出席されて、 

「ロータリーの友で、2019～2020 年度新コーナー 

“侃侃諤諤”、“私の宝物”にも投稿して欲しい。 

積読になりやすいが、IM、地区大会、インタビュ 

ーなど、読んでみると面白いです。参考にしてほ 

しい。9月はロータリーの友月間なので、声掛け 

頂ければ、卓話に伺います」とのことです。 

○議 題 

①ガバナー公式訪問について 

ガバナー補佐訪問が始まり、来週から公式訪問 

に入る。 

②地区大会について  

・クラブで奉仕活動の写真を 1枚提出下さい、 

・リーダーセミナーには会長・幹事、研修リーダ 

ー、エレクトなど 4名が出席。 

・10/７日地区大会ゴルフに 1クラブ 12 名（3組） 

参加してほしい。 

③地区米山奨学セミナー・カウンセラー研修会 

 各クラブから 2名出席の依頼。 

④9/7 日交換学生帰国報告会・解団式 

 帰国交換学生の発表会で、各クラブ 2名位の参 

加を依頼。14 時～「アイクロス湘南」にて。 

今年度の交換学生がフランスから来ていまして 

当クラブの川合会員宅で 8月 20 日から 3ヶ月間 

お世話頂いています。 

⑤増強報告 

今年度のスタートは前年度より 28 名減でした 

が、第 5グループは 470 名でスタートし、7月 27 

日現在、474 名です。出席についてはガバナー事 

務所への報告は従来通りで、2週間で提出を。 

⑥寄付のお願い（財団・米山） 

財団 200 ドル、恒久基金 1,000 ドル、ポリオ 

40 ドル、米山 2万円。ゼロクラブが無いように。 

⑦地区クラブ管理運営委員会よりマイロータリー 

について 

各クラブで、卓話に呼んで頂きたいとの依頼。 

また各クラブより近況報告がありましたが、増強 

は当クラブにとって最大の課題と思います。 

 

 

                                                                                          

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会報告 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より   

     ありません 

 

※１０月２０日（日）地区大会の出欠表（本会議と懇親

会）を回覧しておりますので、本日までにご記入を

お願い致します。（詳細は回覧を参照） 

※ゴルフコンペ出欠表（全３回、地区大会記念ゴルフ

コンペを含み詳細は回覧参照）を回覧しています。 

 

例会プログラム 

    ９月 ３日クラブフォーラム「地区補助金事業・ 

          卓球教室」担当；㝡住委員長 

         定例理事役員会 

      １０日ｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ（自己紹介） 

          担当：平山ｸﾘﾌｫｰﾄﾞﾓｰﾘｽ会員 

      １７日卓話 黛 裕治会員       

         マリオ氏（ﾏｶﾃｨﾎﾞﾌﾞﾗｼｵﾝ RC）来訪 

 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

 ●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 
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・㝡住 悦子会員 

  2009 年 8 月 4 日   

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  中村 勝彦 副ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング「我等の生業」 

ソングリーダー  池之上 和哉会員 

ゲスト   杉岡 芳樹ガバナー 

      栗林 一郎ガバナー補佐 

ビジター  中村 昌治君（相グリーンＲＣ） 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：大坪 征弘 副委員長：横江 利夫 

 委員：川合 貞義、小野  孝、中里 和男 

    丸子 勝基、藤原 利夫、阿部  毅 

阪西 貴子、池之上和哉、山之内 洋 

大槻 実、平山クリフォードモーリス 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 28 名） 事前メイク者 
３７名 ３３名 ０名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率 
２名 ９４．２９％ − 



 

    

6)地区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寄付 

・年次寄付  200ドル以上/ 1名 

・恒久基金 1,000ドル以上/1クラブ 

・ポリオ寄付 40ドル以上/ 1名 

8)米山奨学会への寄付 

・20,000円以上/ 1名 

9)公共イメージ向上に向けて 

・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。 

最後に； 

クラブの目的は「ロータリーの目的の達成を目

指し、五大奉仕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様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！ 

     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ：メイクアップ期間の改正について 

Ａ：3 年に 1 度開催される規定審議会で、大きく 

改正され、日本のロータリアン（ガバナー会）は 

  

 

 

反対したのですが、全 530 地区以上の投票数で、 

日本は 34 票だけですので、投票結果で改正となり 

ました。RI が変えたという訳ではなく、全世界の 

ロータリアンの意向です。 

 ですが、2016 年規定審議会で定款第 12 条「出 

席」の規定を、第 7 条「例会と出席に関する例外」 

により、クラブ細則で変更できます。既に例会数 

は、当地区でもクラブの 1/3 が時代に応じて、変 

則的な例会（月 2 回や 3 回）になっています。 

 ガバナーとしては口を挟めないが、地区として 

はクラブの自主性・自由さを認めています。ただ、 

出席率報告は別枠で従来通り、地区へは 2 週間以 

内に報告して頂くようお願いしています。 

Ｑ．第 5 グループ次年度ガバナー補佐の体制は？ 

Ａ：次年度は 2 人に決定しましたが、詳細は来月 

9 月の会長幹事会にまず報告し、了解を頂きます。 

第 1 や第 2 グループは 5 クラブに対し、13 ク 

ラブで 1 人のガバナー補佐だと倍以上の負担にな 

り、軽減するため、Ａ・Ｂブロックとなる予定で 

すが、第 5 グループとしては１つで、ＩＭについ 

ても１度でと思っています。 

Ｑ：日韓関係におけるロータリーの状況について 

Ａ：政治の話は持ち込まないということで、来月 

の日韓親善会議（仙台）も予定通り開催され、当 

地区も韓国（済州島）と姉妹地区となって 5 年に 

なり、地区大会にも 15 名位が参加予定です。 

Ｑ．ガバナーと会議所会頭はどのように両立を？ 

Ａ：7 月から会社の仕事はしていません。会議所 

の行事やイベントにはできる限り参加しています。 

ただ、会議所は副会頭が 5 人いますが、ガバナー 

には代理がいなくて、代行の場合はパストガバナ 

ーとなるようです。ガバナー任期は 1 年ですが、 

もしものことがあると心配になります。 

 私はガバナーと会頭職は苦にはならず、公式訪 

問が終われば、会議所に戻って仕事をしています。 

Ｑ．ロータリー戦略計画の成功例について 

Ａ：地区にも戦略計画はなく、地区ビジョン声明 

を策定中です。先日、各クラブに戦略計画のアン 

ケートを実施。戦略計画を持つクラブもあるので、 

成功か失敗かの結果もまとめます。 

（紙面上、一部の質疑応答を省略させて頂きました） 



 

               

 

 

●杉岡芳樹ガバナー、栗林一郎ガバナー補佐 

     いつもお世話になります。本日はガバナー公式訪 

        門でお伺いしました。宜しくお願い申し上げます。 

      ●中村 昌治君（相模原グリーンＲＣ） 

          新年度初めて伺いました。宜しくお願い申し上げま 

          す。グリーンＲＣでもガバナー公式訪問お待ちして 

        おります。       

●横溝会長、田後幹事 

  杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、公式訪問あり 

がとうございます。お待ちしておりました。皆様、最

後まで宜しくお願いします。 

●冣住 悦子会員 

①杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、本日は宜しく 

お願い致します。  

      ②入会記念日祝を戴き、ありがとうございます。 

●川合 貞義会員 

①本日、相模原警察署に於いて、青少年交通安全

協議会の青少年の交通安全活動に対し、署長より

感謝状を戴いて参りました。会員皆様にも宜しく伝

えて下さいとのことです。皆様のご協力、ありがとう

ございます。 

②本日は杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、ようこ

そお越し下さいました。 

●小野 孝会員 

①杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、暑い中ご苦労

さんです。ご指導の程、よろしくお願いします。 

②入会記念日祝の冣住さん、おめでとうございます。 

      ●永保 固紀会員 

        杉岡ガバナーをお迎えして。 

●竹田 繁会員 

 ①杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、本日はご苦労 

          様です。 

      ②冣住会員、入会記念日おめでとうございます。 

      ③川合会員、青安連感謝状、おめでとうございます。 

●阿部 毅会員 

①杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、ようこそ！ 

本年は大役、お疲れ様です。 

②冣住会員の入会記念日祝おめでとうございます。 

        

 

 

●田所 毅会員 

①杉岡ガバナー、本日はよろしくお願い致します。 

②本日お祝の冣住さん、おめでとうございます。 

●甲斐 美利会員 

杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、公式訪問あり 

がとうございます。 

●中里 和男会員 

杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐をお迎えして。 

●金沢 邦光会員 

杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、本日は宜しく 

お願します。あと、たった
．．．

１０ヶ月です！ 最後まで 

お体に気をつけて頑張って下さい。 

●佐々木 敏尚会員 

①杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、本日はお越し 

頂きまして、ありがとうございました。 

②入会記念日祝の冣住さん、おめでとうございます。 

●藤原 利夫会員 

  入会記念日祝の冣住会員、おめでとうございます。 

●黛 裕治会員 

杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、公式訪問あり 

がとうございます。宜しくお願い致します。 

●櫻内 康裕会員 

①杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、ようこそ。 

公式訪問宜しくお願い致します。 

②入会記念日祝の冣住さん、おめでとうございます。 

●瀬戸 裕昭会員 

①杉岡ガバナー、ようこそお出で下さいました。本日 

は宜しくお願い致します。 

②栗林ガバナー補佐、2 週にわたり、ご苦労様です。 

  宜しくお願い致します。 

●豊岡 淳会員、河野 崇会員 

  杉岡ガバナー、ようこそ。宜しくお願いします。 

●大井 達会員 

①杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、本日は宜しく 

  お願い致します。 

②㝡住さん、入会記念日祝おめでとうございます。 

●平山 クリフォードモーリス会員 

①杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、本日は宜しく 

  お願い致します。 

②㝡住さん、入会記念日祝おめでとうございます。 

（次ページに続く） 


