第２７６６回

２０１０年１２月９日

グランドホテル神奈中

＜上期情報集会報告＞
赤グループ 幹事：嶋津良治会員 発表：鳥海衡一会員
12 月６日（月）出席者８名、ラスカ
屋上 素敵なレストラン「リビエラ」に
て美味しい料理とお酒で、開催いたし
ました。川井会員に大変お世話になり
ました。ありがとうございます。
和やかな、雰囲気で元気よく「乾杯 !!」 鳥海衡一会員
と集会が始まり……おや？？１名の遅刻……。時間を間
違えたかな？？？？と……。皆様から「参加費 20,000
円」などの辛口ジョークも交え「楽しく」語り合い、途
中……どうなるかな？と心配でしたが、さすが大先輩の
メンバーです。すぐに本題に戻りました。
ロータリークラブのメンバーはその道のプロの集まり
であり、普段は「アポ」などをしないと面会できません
……。
しかし、本日はこのメンバーの皆様の知識と経験を伺
い、まさに「宝の山」がいっぱいです。この人脈と情報
は貴重な財産です。
先輩会員より、例会に参加し「日々勉強し情報を共有
する事が一番」との助言を頂き、これが「ロータリーク
ラブをよく知る為に」とメンバー全員賛同し元気に閉会
しました。
例会に参加し人との輪を大切にしたいと思います。
私自身、今回初めて幹事をやらせて頂きましたが、大
変いい勉強になりました。
皆様ありがとうございました。
橙グループ 幹事・発表：笹井純一会員
橙グループの情報集会は 12 月 6 日（月）
に「相州長屋」にて実施いたしました。
「ロータリーをよく知る為に ･･･」と
いうテーマのもと、メンバーの方々の
活発な意見交換が行なわれ、これから
ロータリー活動にどう力を注いで行っ 笹井純一会員
たらいいかと多少戸惑いがあった私には非常に参考と
なった会合でありました。
皆様からいただいた意見を取り纏めますと、「例会出
席に励む」、「会員間相互の親睦・懇親を深める活動を実
施、参加する」、
「他クラブへのメーキャップを進んで行
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なう」、
「他クラブとの交流の場に積極的に参加する」、
「ロータリーのいろは（冊子）を常に読み込む」、「四つ
のテストを実践する」
、「姉妹クラブ訪問には積極的に参
加する」等となります。
最後に、「今後は入会年月が新しい会員の方々と経験
豊な先輩会員の方々との交流を積極的に行い、より実の
あるロータリー活動を推進して行こう」という誓いが交
わされ集会を終えました。
黄グループ 幹事・発表：清水孝一会員
− 11 月 30 日、“ メインロブスター ” にて−
清水孝一記

「ロータリーをよく知る為に」の今回
の総意は、「参加すること」に意義を求
めました。
ある方の体験談として、嘗てクラブ 清水孝一会員
入会時には先輩の立場は絶対的であり、その指示でかな
りの汗をかかれたそうです。しかし、結果的にそれらの
経験がクラブを知る絶好の機会となったとのことです。
例会のみならず各委員会にも積極的に参加し、汗をか
き、その過程でクラブが見えてくる、換言すれば、「習
うより慣れろ」
、つまり頭で考えるのではなく行動せよ
ということでしょうか。
何代か前の国際ロータリー会長（日本人）が、任期中
に “Participate” という標語を打ち出されたと記憶します
が、やはりこれが真理ではないでしょうか。
ご出席の皆様、
活発なご意見ありがとうございました。
又、美味しい料理と “at home” な会場を提供下さいまし
た滝口先輩に感謝申し上げます。
緑グループ 幹事・発表：横山 明会員
出席者 添田、升水一義、福山駿、柳川、
白石、森、横山
12 月２日に参加者７名で開催しまし
た。
情報集会では、次の意見が出ました。
ロ ー タ リ ー メ ン バ ー が 他 の ロ ー タ 横山 明会員
リーとの交流行事や地区行事に積極的に参加する
ロータリーの機関紙には、ロータリーを知る貴重な情
報がある

＜出席報告＞
本 日12月 9日 会員数 60名 対象者 55名 出席者 47(44)名 出席率 80.00％
前々回11月25日 会員数 60名 対象者 55名 出席者 40(37)名 出席率 67.27％ MUP12名 計549名 修正率 89.09％

研修はロータリーを知る良い機会となる
ロータリーメンバーを知ることは、ロータリーを知る
ことに繋がる
懇親会、夜間例会はお互いを知る良い機会となる
情報集会の回数を増やす
新人が入る毎に歓迎会を実施して、交流の機会を多く
しているロータリーもある
以前あった宿泊付の旅行は、お互いを知る良い機会と
なる
ご参加の皆様、ありがとうございました。
青グループ 幹事・発表：小野 学会員
日時：平成 22 年 12 月２日（木）
18 時より
場所：キッチン伊志川にて
私、小野と柏手幹事と鶴井副幹事と
木村会員の４名で、テーマは「ロータ
リークラブの社会的役割」について意 小野 学会員
見交換いたしました。特に先日の台湾研修にて、ランチ
をご馳走していただいたジョさんが、35 年前の米山奨
学金で留学して、その後台湾にて事業の成功を導いたこ
とに、ロータリークラブの社会的役割を感じました。
また、先日の台湾研修のよもやま話などで、メンバー
の親睦がはかられた。鶴井さん、美味しいお料理ありが
とうございました。
反省点といたしましては、今回の情報集会は私の段取
りが悪く、また日取りが遅れてしまいまして、参加人数
か少なくなってしまいました。誠に青グループのみなさ
んご迷惑をおかけいたしました。
紫グループ 幹事・発表：三荒弘道会員
先般 12 月２日に『神奈中グランド
ホテル松風』に於いて、メンバー５名
の出席で開催し、フグを賞味しながら、
大変和やかな雰囲気のもと有意義な意
見交換をさせていただきました。
今回のテーマは「ロータリーをよく 三荒弘道会員
知るために」ということで皆さんから意見を頂戴しま
したが、やはり「まずは出席すること！」「例会だけに
限らず諸行事は積極的に出席する」という意見を多く頂
きました。「特に入会浅いメンバーは経験の積み重ねが
大事」という意見も頂き、私も肝に銘じた次第です。ま
た「ロータリアンであることに誇りを持つこと」という
意見を頂きました。「ロータリアンであるという意識を
強く持つことで、知ろうという意欲が強くなる」という
言葉は大変勉強になりました。更に会長より「いい映画
があります。『タイタニック』で有名なレオナルドディ
カプリオ主演映画『キャッチ ミー イフ ユー キャ
ン』
。映画の冒頭からロータリーの例会シーンから始ま
り、映画の中でロータリーがポイントになっている大変
興味深い映画ですよ。
」と教えていただきました。その
ＤＶＤを会長より頂戴いたしましたので、視聴したい方
は私までお尋ね下さい。活発なた意見交換を経て、紫グ
ループの情報集会を終えました。

ク ラ ブ 会 報 委員会

◎工藤光和

野島和 夫

＜委員会報告＞
今村信夫会員
12/12（日）まで、平塚画廊にて個展開催中です。ご
高覧いただけますと幸いです。

＜幹事報告＞
◎米山記念奨学会より
確定申告用領収書（普通寄付金用）が届きましたので、
皆様にお配り致します。
【ご注意】
「普通寄付金」
をクラブ会費から集めて支払っ
ている場合（皆様にあてはまります）
①個人事業者の方・・・寄付金控除の対象とし
てご使用いただけます。
②法人事業者の方・
・
・クラブへの会費の支出は、
法人所得の計算上「交際費」として既にＲＣ
会費が損金計上されていますので、個人の確
定申告時の控除としてはご使用いただけません。
◎ 2011 − 12 年度ロータリー国際親善奨学生に当クラ
ブよりご推薦した、角田梨翔さんは一身上の都合によ
り辞退されました。
◎第 2780 地区第８グループよりお知らせ
ＩＭ開催のお知らせ
テーマ：
「きれいな地球環境は一人一人の心がけから」
ホストクラブ：平塚南ロータリークラブ
日時：2011 年２月 26 日（土）
登録開始 12：40 〜 19：20（懇親会まで）
場所：平塚プレジール
◎平塚市観光協会より
2011 年版 湘南ひらつか観光写真カレンダーのご入
り用の方は事務局まで。
一部 1,000 円です。

＜メ ー ク ア ッ プ＞

12 名
笹井、清水雅、白石、常盤、鳥海、鳥山、小野、島田、
野島、門井、大塚、水越 各会員

＜本日のスマイル＞

22 名

＜卓話・行事予定＞
１２月２３日（木）
３０日（木 )
１月 ６日（木）
１３日（木）

休会 ( 祝日 )
休会 定款による
ニューイヤーコンサート（夜間例会）
入会記念卓話 嶋津良治会員（12/2
週報では、笹井純一会員となって
おりました。訂正してお詫び申し
上げます。
）
２０日（木） クラブフォーラム ロータリー情
報委員会 大垣正勝委員長

＜市 内 例 会 変 更＞
平塚南 12/14 ㈮ 18：30 〜クリスマス 12/31 休会
＜市 内 例 会 変 更＞
家族会
平塚北 12/21 ㈫ 家族親睦忘年会
12/28・1/4
（移動・夜間） 休会
平塚西 12/22 → 17 ㈬ 夜間移動例会 12/29・1/5
休会
小笠原
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