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本日の卓話者ご紹介
第８グループ

ガバナー補佐・エレクト

桐 本 美智子

会員

グランドホテル神奈中

週報第２８９０

どのロータリアンも見えられ国際色豊かでございました。
連日晩餐会を開いて下さり、非常に沢山の方々とお会
いしてバナー交換をしました。日本の第 2780 地区ガバ
ナーの親書もお届けしました。どの晩餐会もすごいおも
てなしをして下さり、様々な心遣いに、どうやって恩返
しをしたらよいのかと戸惑う程です。
台湾の姉妹クラブからも尋ねてきて下さり、本当に心
あたたまる５日間でした。ここでは頁数がたりくて書き
尽くせません。地区大会も素晴らしくエネルギッシュで
圧倒されました。大音響と共に私たちも紹介され大変盛
り上がりました。
充実した暖かい思い出になる旅でした。

＜委員会報告＞
＜委員会報告＞
クラブ研修委員会

卓 話
台日文化交流芸術展
国際ロータリー第 3480 地区（台湾）
地区大会からご招待を受けて
桐

本

美智子

国際ロータリークラブ第 3480 地区（台湾）の地区大
会の一環として台湾と日本のロータリー文化交流芸術展
が台北にて４月 12 日より十日間に亘り開催されました。
プロとして活躍されている台湾と日本の作家達（ロー
タリアンである事が条件）
、両国から 20 人が選ばれ台
北の新湖大楼にて一般の方々にも広くご披露されました。
第 3480 地区（台湾）が主催し両国の友好・国際交流・
社会奉仕事業を目的とされ、作品の売り上げは台北馬偕
大学病院の医学部に寄附されます。両国の新聞社の後援
を受け、日本からは合計６人が招かれました。全国から
集まった３人の書家と３人の画家です。
小川泰山先生（創玄）
茅ヶ崎中央ロータリー
浦上義昭先生（日本画）
長岡西ロータリー
斉田香住先生（日書美）
松江しんじ湖ロータリー
藤野北辰先生（八玄）
平城京ロータリー
八十山和代先生（洋画）
小松ロータリー
桐本美智子（ガラス絵）
平塚ロータリー
私以外の方々は皆様海外で大活躍なさって居られる
方々でした。日本の私達作家は台湾の方々からＶ・Ｉ・
Ｐ待遇をして頂き、飛行機代・滞在費その他様々な形で
大変お世話になりました。展覧会場にはＲＩ会長代理や
次年度ＲＩエレクト初めロシアやアメリカ・スペインな

委員長

升水一義会員

第３回新会員研修セミナー開催報告
４月 11 日（木）本年度第３回新会員研修セミナーを
開催しました。クラブ研修委員会では新会員のために一
貫したオリエンテーションを定期的に実施する事業とし
て開催しました。
当日は受講者 23 名、
会長・幹事・クラブ研修委員 10 名、
合計 33 名の出席で開催しました。
会長挨拶に続き、３月に入会した日坂会員・豊川会員
の２名より自己紹介が行われました。引き続き升水研修
リーダーより本日の研修の目的と趣旨説明があり研修が
開始された。
研修パート１では牧野研修委員より講演があり、ロー
タリーに入会した経緯・自身のロータリーに対する考え・
例会出席・事業に参加することの意味・メーキャップ・
スマイルボックスの大切さ・そして次年度会長として年
間を通しての事業予定の話がありました。
まず入会を勧めていただいたスポンサーの方より
100％出席をお願いしますと言われたこと。会員の方々
のお名前をみて敷居が高く気後れしていた。入会後は
ロータリー用語がさっぱり理解できず時間がかかったこ
と。メーキャップをして初めて他クラブの雰囲気、会員
の違いなど大変勉強になったこと。スマイルボックスで

第３回新会員研修セミナー

セミナー後の懇親会

＜出席報告＞
本 日 4月25日 会員数 63名 対象者 57名 出席者 46(42)名 出席率 75.41％
前々回 4月11日 会員数 63名 対象者 57名 出席者 47(42)名 出席率 75.81％ MUP 0名 計 47名 修正率 75.81％

は誕生日・結婚記念日・入会記念月のほか、自分の身の
回り、会社で何か良いことを探してスマイルをする。そ
して何よりもロータリーを理解するには例会に必ず出席
をすること、事業に積極的に参加し、身を以って体験す
ることの大切さを強調された。
さらに、
次年度のＲＩテー
マ、第 2780 地区方針、特に第８グループガバナー補佐
に桐本会員が出るのでクラプ全員で支援すること。次年
度の事業予定などを話された。
研修パート２では升水研修リーダーより、なぜ研修な
のか、研修の重要性。研修セミナーの目的、そして３回
行った研修セミナーの中で大切なこと、最近の国際ロー
タリーについてなど講演した。
本年度より設置されたこの委員会の目的は、クラブレ
べルのロータリー研修を強化、充実することにより、ク
ラブの活性化とクラブ組織の強化を図るためである。そ
して個々のロータリアンの自主性を高め、活性したロー
タリアンが多くなり、クラブが活発な活動をしていくた
めに行うものであります。そのためにクラブの全分野に
わたって計画的かつ体系的研修計画を構築すること。新
会員のオリエンテーション・現会員に情報・教育の提供・
理事会、各委員会との連携を行うことの重要性を強調さ
れた。
研修の中で大切なこと、ロータリアンの三大義務（例
会出席・会費納入・雑誌の購読）
、奉仕哲学としての「超
我の奉仕」、実践論理としての「最も良く奉仕する者、
最も多く報われる」行動指針としての「４つのテスト」
ロータリーの５大奉仕、職業奉仕の大切さ、そして国際
ロータリー（ＲＩ）について、
「未来の夢計画」「公共イ
メージ」
「ロータリーの綱領」から「ロータリーの目的」
へなどについて話しを行った。
そのあと質疑応答の中で、４月 21 日（日）に行われ
る地区協議会について質問があり、研修委員から説明が
あった。
総評として、滝口研修副委員長から当クラブは 30 代
から 80 代まで多士済々の会員がいます。お互いに良い
点を学び合ってほしい。ロータリーの主体は皆さん自身
である。その観点に立ってクラブライフを楽しんでほし
いとコメントがあった。
第２部の懇談会の前に、３回開催の研修会について受
講者からアンケート調査を行いました。（調査結果のコ
メントは後述します｡）
第２部の懇談会では４テーブルに分かれて、各テーブ
ル毎に研修委員が入り、会食をしながら本日の研修テー
マやロータリー活動について意見交換が熱心に行われ
た。毎回受講者の皆様には熱心に聴講していただき感謝
しております。意見交換やアンケートのご意見を参考に
今後の研修セミナーや事業活動に生かして行きたいと思
います。有り難うございました。

次年度に向けて
パート２
升水研修リーダー
なぜ研修なのか 研修の重要性
今までの研修の中で大切なこと
最近の国際ロータリー（ＲＩ）について
４．質疑応答
５．総評
滝口研修副委員長
６．アンケート実施
７．懇談会 乾杯
大塚研修委員
懇談 ディスカッション
８．閉会挨拶
鳥海研修委員
<＜会長報告＞
会長報告＞
◎ロータリー米山記念奨学会よ
り、特別寄付に法人としてご
協力いただいている、「湘南ス
テーションビル株式会社」に
“ 米山功労法人 ” として感謝状
が届きました。
感謝状
現平塚店長であります、鈴木
條一会員にお渡ししたいと思います。

＜幹事報告＞
＜幹事報告＞
◎平塚市暴力追放推進協議会総会開催のご案内
日 時：4/25（木） 15：30 〜 17：00
場 所：平塚ラスカ６Ｆ ラスカホール「マース」
◎平塚市社会福祉協議会より平成 25 年度 会費納入の
お願い
例年どおり 3,000 円納めます。
◎第 1 回地区ＩＡ委員会およびＩＡ役員研修会
（高校生）
のご案内
日 時：5/18（土）
13：00 〜 次年度第 1 回委員会（ご昼食は済ませ
てください）
14：00 〜 役員研修会など〜 18：00
場 所：第一相澤ビル６Ｆ
＊次年度会長、幹事、ＩＡ対象
◎ＩＡ（高校生）役員研修会
日 時：5/18( 土 )
14：00 〜 18：00
場 所：第一相澤ビル６Ｆ
＊木島委員長が出席します。
＜メークアップ＞
＜メ ー ク ア ッ プ＞
＜ゲスト＞
＜ゲ
ス

ト＞

１名
田島裕巳様（入会前ゲスト）

＜ビ ジ タ
＜ビジター＞

ー＞

１名
高橋烈雄様（平塚湘南ＲＣ）

記
開催日時
開催会場
出 席 者

＜本日のスマイル＞
＜本日のスマイル＞

平成 25 年４月 11 日（木）
18:30 〜 20:30
神奈中グランドホテル平塚 百合の間
受講者 23 名
研修委員（会長、幹事を含む）10 名

プログラム
司会進行
清水（雅）研修委員
１．会長挨拶
小飯塚会長
２．本日の研修セミナーの目的と趣旨
升水研修リーダー
３．研修
パート１
牧野研修委員
私がロータリーに入会して
ロータリーを理解するには
クラブ会報委員会

◎関口幸恵

○北岡

明

０名

17 名

＜卓話・行事予定＞
＜卓話・行事予定＞
５月２３日（木） 平塚警察署 署長 鳥海保弘様
３０日（木） ロータリーの友
編集長 二神典子様
６月 ６日（木） 下期情報集会報告
１３日（木） 入会記念卓話 江藤博一会員
２０日（木） 小飯塚会長卓話
２７日（木） 新会員歓迎夜間例会
（グランドホテル神奈中）
＜市 内 例 会 変 更＞
＜市内例会変更＞

金谷浩史

國岡久資

＊現在ございません

青山紀美代

杉山幹生

