●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

第 2112 回例会

千曲川ロータリークラブ
国際ロータリー第 2600 地区

３月 15 日 №34
会 長 田後 隆二

●提唱インターアクトクラブ
光明学園相模原高等学校

幹 事 阪西 貴子

（資料要約にて掲載）

会長エレクト
先週 3 月 12 日に開催されました PETS につい
て大急ぎで資料をまとめましたので、とりとめ

小崎

直利

＜第２７８０地区 PETS＞
日時：3 月 12 日（土）10:00～17:40 場所:藤

のない話になりますが、ご報告させて頂きます。 沢商工会館ミナパーク 出席者：クラブ会長 63

＜PETS とは＞
Presidents-Elect Training Seminar の頭文

名、地区関係者 82 名、RAC1 名 計 146 名

＜全体会① 10:00～11:25＞

字をとって、
「ペッツ」と呼ばれており、各クラ

1.点鐘 2.開会の言葉

ブの会長エレクトのための研修プログラム。毎

3.パストガバナー他地区役員紹介及び資料確認

年 2～3 月に、ガバナーエレクトの監督の下に

4.次・ガバナー補佐の自己紹介と、次・クラブ

実施される。目的は、
・次期クラブ会長が次年度の会長となるための
準備を整える。
・地区ガバナーエレクト及び次期ガバナー補佐

会長の紹介
5.ガバナー挨拶
6.次年度 RI テーマ・方針・目標
7.地区カレンダーと地区予算について

に、次期クラブ会長の意欲を高め、協力関係

8.地区予算案の承認

を築く機会を提供する。

9.講師紹介

〇２０２２～２３年度国際ロータリー会長

＜全体会➁

16:10～17:40＞

ｼﾞｪﾆﾌｧｰ E.ｼﾞｮｰﾝｽﾞ氏（ｳｨﾝｻﾞｰ･ﾛｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ RC）

1.次年度地区副幹事・委員長紹介

「わたしたちには皆、夢がありま

2.次年度地区事業及び方針

す。しかし、その実現のために

3.次年度委員会事案 青少年奉仕／クラブ管理

行動するかどうかを決めるのは

運営／公共イメージ／ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ／研修／立法

私たちです。想像してください。

案検討

私たちがベストを尽くせる世界

4.御礼の言葉

を、私たちは毎朝目覚めるとき、

5.閉会挨拶・点鐘

その世界に変化をもたらせると知っています。」

＜PETS を受けて－次年度に向けて＞

〇テーマロゴについて

・年度テーマ「イマジン ロータリー」

・「円」は互いに繋がっている

・シンプルな情報発信（端的で明快）

ことを意味している。

・リーダーシップ

・７つの点は「人」を表すと同時

・夢（フューチャービジョン）

に、ロータリーの７つの重点

・世界

分野を表している。

・子供（未来）

・「円」と「７つの点」で航路を表
す星を表している。

・会員数
・会員の職業に興味を持つ

・下の太い線は「掘り出し棒」
物事を成し遂げる道具を表している。
〇２０２２～２３年度地区ガバナー活動の方針

・懇親

＜PETS を終えて、次年度思うこと＞
1.最年少会長だから、できるリーダースップ

「取り戻そう！」
「記憶に残る年にしよう！」

2.クラブの「夢」（フューチャービジョン）を描く

イメージしましょう！ポリオの

3.クラブの看板になる奉仕活動

ない世界、みんなが安全な水

4.共通の目標に向かって楽しむ

を使える世界、（略）希望、愛、

5.会員との対話

平和を想像しましょう。ひとり
一人の会員が役割を持ち楽
しんで参加できるクラブの結
集でこそ実現に近づきます。
ロータリーはクラブが原点です。クラブ一人ひとり
の力を合わせて、イメージした世界の実現を目指し
ましょう。

＜基調講演

11:25～12:35＞

「ロータリーはクラブが基本」講師：元 RI 理事・
米山記念奨学会名誉理事長 小沢 一彦氏
「ロータリーを楽しむために」講師：第１地域ｺｰ
ﾃﾞｨﾈｰﾀｰ補佐・第 2840 地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ
田中 久夫氏（高崎ＲＣ）
＜分科会

・小野

孝会員 第５回マルチプルフェロー

・永保 固紀会員 第３回マルチプルフェロー
・藤本 恵介会員 ポール・ハリス・フェロー

13:35～15:55＞

・第１セッション「クラブ会長の役割と責務」
（現状把握）
・第 2 セッション「未来へつなぐために次年度、
何を目指すか」

いよいよ今週末の 3 月 20 日、21 日は地区大会
が開催されます。初日は鎌倉パークホテルで会長
・幹事会、クラブリーダーセミナー、RI 会長代理

ご夫妻歓迎晩餐会が行われ、2 日目は藤沢市民会
館大ホールで本会議が開催され、例年通り、移動
例会としますので、ご出席よろしくお願いします。 ●田後会長、小崎前幹事
12 時 30 分登録受付、13 時 30 分点鐘です。
「ま
ん延防止等重点措置」の適用期間が延長されたこ

①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。
➁小崎エレクト、PETS お疲れ様でした。報告よろしく

とにより、2 日目午前中の新世代交流会は中止と

お願いします。

なり、市民会館前多目的広場で行う大懇親会は 18

●丸子 勝基会員

時開宴、18 時 30 分閉宴となりました。
続いて、3 月 9 日に行われた会長幹事会の報告
です。次年度幹事セミナーが 5 月 14 日（土）13～
15 時、藤沢商工会館ミナパークで開催されます。
増強セミナーが同じく、14 日 16～18 時の予定

入会記念日のお祝、ありがとうございます。入会し、
早や 20 年経過したことに驚いています。今後共、
宜しくお願い致します。
●黛 裕治会員
①入会記念日をお祝いくださり、ありがとうございます。

でミナパークにおいて行われます。出席対象者は、 ➁小崎会長エレクト、PETS お疲れ様でした。
会長エレクト、次年度クラブ増強委員長となりま
す。また、今年の国際大会（ヒューストン）は、
リアル開催が決定したそうです。
地区ホームページのリニューアルについて説
明がありました。5 年に一回行っているそうです。
一般用と会員用に分かれ、会員用についても ID・

●中里 和男会員
入会記念日祝をいただき、ありがとうございます。
●冣住 悦子会員
①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。
➁小崎さん、PETS お疲れ様でした。報告よろしくお願
いします。

パスワードは不要となりました。

●小野 孝会員

「https://rotary.assist-secure.net/t.rotary/?init」から

①入会記念日祝の中里さん、黛さん、丸子さん、おめ

アクセスできます。但し、会員管理システムにア

でとうございます。

クセスする際は、従来と同じ ID・パスワードが必

➁小崎さん、PETS ご苦労さんでした。

要で、クラブ活動報告を会員用サイトにアップで

●竹田 繁会員

きるようになったとのことです。
地区クラブ管理運営委員会から、クラブビジョ

入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。
●阿部 毅会員

ン・戦略計画の策定を検討しているクラブについ

①入会記念祝の皆様、おめでとうございます。

て確認の問い合わせがあり、第 5 グループ B で検

➁本日の PETS 報告、小崎会長エレクト宜しくお願い

討しているのは当クラブのみのようです。先日ふ

します。

じさわ湘南 RC の松下さんに卓話をお願いしまし

●横溝 志華会員

たが、伊勢原平成 RC でもクラブビジョンを策定

①本日、お祝の皆様、おめでとうございます。

しているとの情報がありました。

➁小崎会長エレクト、PETS 報告楽しみにしています。

第 2・第 3 グループが奉仕デーとして主催する

●櫻内 康裕会員

「チャリティーコンサート」チケットの案内があ

①お祝の皆さん、おめでとうございます。

りました。一般は 1,500 円、高校生以下は 1,000

➁卓話の小崎会長エレクト、宜しくお願い致します。

円。演目はアカペラ・コーラスで、会場は茅ヶ崎

●伊倉 正光会員

市民文化会館、日時は 6 月 11 日（土）15 時開演。

①小崎会員、PETS 報告ご苦労様です。

第 4 グループからお声かけ頂いているクリーン

➁入会記念日祝の会員皆様、おめでとうございます。

キャンペーン（相模川清掃）は、5 月 29 日（日）

●諸隈 武会員

に実施されます。第 5 グループが行う同様の企画

①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます

に、クラブとして参加するか否かを 4 月の理事役

➁小崎会長エレクト、先日はお疲れ様でした。本日は

員会に諮りたいと思います。

報告お願いします。

＜近況スピーチ／櫻内会員＞

・中里 和男会員

1979 年３月 ６日

本日が確定申告の最終日ですが、皆様は無事お

・丸子 勝基会員

2002 年３月 19 日

済みでしょうか。昨日は電子申請の接続障害が発生

・黛

2007 年３月２0 日

したそうで、私もレターパックで送りました。

裕治会員

昨年、卓話で豚コレラで大騒ぎとなったことをお話し
しましたが、私が昨年４月に市の建設業界の支部長を
１．第２７８０地区ガバナー事務所より

引き受けた矢先のことでした。その後、借りた農地の後

①2022～23 年度地区委員ご就任（追加委員）の件

処理などに時間を要しましたが、次週 3 月 22 日に県

選考にあたり、下記の方にご就任頂きたく委嘱

から感謝状を贈呈されることになり、出席してきます。

状をお送りさせて頂きます。
（敬称略）
・地区クラブ管理運営委員会 委員 冣住

また、五十肩とか四十肩とか言いますが、基本的な
悦子

同じもので、私も最近はゴルフをしていても痛いです。

・地区インターアクト委員会 委員 田後 隆二

（概要にて掲載）

・地区 RYLA（ライラ）委員会 委員 横溝

志華

②地区大会「健康チェックシート」提出のお願い
ご出席の方は各自、
「チェックシート」をご記入

点

鐘 １２：３０

頂き、当日受付にてご提出をお願い致します。

会

場

司

会

櫻内 康裕ＳＡＡ

カウンセラーの方はご出席をお願い致します。

斉

唱

ロータリーソング「我らの生業」

日時：4 月 10 日
（日）
13:30～14:00 顔合せ 14:00

ソングリーダー 川合 貞義会員

③新規米山奨学生オリエンテーションのご案内

「敦煌」

～15:30 オリエンテーション 場所：第一相澤ビル
④インターアクト委員会「日帰り研修会・三送会」
研修会と三年生を送る会を開催予定です。まん
延防止が解除になった場合はリアル開催、継続
の場合はオンライン開催となります。
日時：3 月 26 日（土）10～16 時 場所：三浦

会 員

出席（出席対象 20 名）

２６名

（Zoom1 名）２1 名

２名

欠席者

本日の出席率

修正出席率(3/1)

３名

８８．４６％

事前メイク者

９２．３１％

学苑高等学校（横須賀市）

●例会場 中国名菜「敦煌」
〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1
TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559
●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

●例会 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０
●編 集 親睦活動委員会
委員長：藤本 恵介 副委員長：大槻
実
委員：川合
阿部

貞義、田所
毅、諸隈

毅、甲斐
武、河野

FAX 042-758-1605

●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

●http://sagamiharanaka-rc.jp/

美利
崇

