
　ロータリーの特別月間は、クラブやロータリアンが
ロータリー活動に参加するよう強調するため、国際ロー
タリーが理事会で指定した月間であります。１月はロー
タリー理解推進月間として、会員にはロータリーの知識
や理解を、同時に地域にもロータリーの事をもっと知っ
てもらうためのプログラムを実施する月間であります。
　そこで本日は、私が担当しております、クラブ研修委
員会及び地区研修委員会の活動状況、そしてＲＩ、地区
のことをお話して皆様方と意見交換をしたいと思います。
１. クラブ研修委員会活動
　ア　クラブ研修委員会と研修リーダーの意義、構成、

活動方針…活動計画書参照
　イ　新会員研修セミナー本年度開催予定
　　　第１回　平成 26 年 11 月６日（木）
　　　　　　　ラスカ６Ｆ　リビエラ　　　25 名参加
　　　第２回　平成 27 年２月 26 日（木）
　　　　　　　グランドホテル神奈中２Ｆ　35 名参加予定
　　　第３回　平成 27 年４月 23 日（木）
　　　　　　　グランドホテル神奈中２Ｆ　開催予定

　ウ　委員会活動　毎月１回開催　
　　　会場　平塚商工会議所　「研修室」18：30 ～ 20：00
　　　会議内容　地区、第８グループ、出向者委員会報

告、各委員会報告、審議事項、研修他
委員会で出た意見は必要に応じて理事
会等に報告する。

２. 第 2780 地区研修委員会の活動
　ア　委員会の構成、13 名（P･G3 名）全員 A・G 経験

者、ガバナー、ガバナーエレクト、地区幹事
計 16 名

　イ　委員会開催　ガバナー事務所　原則毎月 1 回　
他に必要に応じて開催

　ウ　委員会内容　委員会担当研修会打ち合わせ及び研
修、委員の研修会役割及び割り当て、次年度
ガバナー補佐研修、ＲＩ、地区からの報告及
び研修

　エ　委員会活動　委員会担当の研修会
　　　地区指導者育成セミナー
　　　　　平成 26 年 10 月 18 日（土）開催　横須賀
　　　次年度ガバナー補佐研修　　　　　
　　　　　10 月より毎月 1 回 5 月まで　計 8 回開催
　　　会長エレクト・クラブ研修リーダーセミナー　
　　　　　平成 26 年 12 月 1 日開催　藤沢
　　　地区チーム研修セミナー
　　　　　平成 27 年 2 月 10 日（火）開催　藤沢
　　　会長エレクトセミナー（ＰＥＴＳ）
　　　　　平成 27 年 3 月 11 日（水）開催　藤沢
　　　地区研修協議会
　　　　　平成 27 年 4 月 19 日（日）開催　横須賀
　　　新会員の集い
　　　　　平成 27 年 5 月 15 ～ 16 日開催　箱根
　　　クラブ幹事・事務局セミナー　　　
　　　　　平成 27 年 5 月 23 日（土）開催　藤沢
３．ＲＩ・地区・クラブの情報
　ア　国際協議会　会場入り口「入りて学び、出でて奉

仕せよ」の標語
2015 ～ 16 年度国際協議会が米国　サンディエ
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クラブ研修委員会
升 水 一 義 委員長

１月はロータリー理解推進月間

クラブ研修リーダー　升　水　一　義　

＜出席報告＞

本日の卓話者ご紹介

 卓 話

本　日  1月15日 会員数  60名 対象者  56名 出席者  38(36)名 出席率  65.52％
前々回12月25日 会員数  60名 対象者  56名 出席者  44(42)名 出席率  75.86％ MUP  1名 計  45名 修正率  77.59％



ゴにおいて 2015 年 1 月 18 日より 24 日まで開
催され、当地区は田中賢三ガバナーエレクト（茅ヶ
崎 RC）が出席される。
次年度ＲＩ会長はスリランカ　コロンボ RC　Ｋ・
Ｒラビンドラン氏
紅茶のティバック製造で世界的有名な企業また印
刷、包装業界でも世界的企業である。
2015 ～ 16 年度ＲＩテーマは「世界へのプレゼ
ントになろう」（Be　a　Gift　to　the　World）
｢私たちの人生の価値は、どれほど得たかではな
く、どれほど与えたかによって判断されるのです。
地位や身の上にかかわらず、才能、知識、能力、
努力、そして献身と熱意など、誰でも与えること
のできる何かをもっているはずです。私たちは、
ロータリーを通じて、これらを世界にプレゼント
することで、誰かの人生に、そして世界に、真の
変化を起こすことができるはずです｣

　イ　規定審議会について
規定審議会はＲＩの立法機関で，ＲＩの組織規定
を改正する権限を有する。3 年に 1 度開催され、
次回は 2016 年 4 月に開催される。本年度地区
大会開催時の会長幹事会に置いて、第 2780 地区
として 5 件の案件を堤出することを採択した。
2013 年規定審議会において改正された、標準ク
ラブ定款、推奨クラブ細則が一部変更になり、そ
れに即した定款、細則にしなければならない。そ
れに伴い組織、委員会構成なども検討する必要が
ある。
平塚ロータリークラブの現状は？

　ウ　ＲＩ戦略計画
　　○本質　地域の人々の生活を改善したいという情熱

を社会に役立つ活動に注いでいる、献身的な人々
の世界的なネットワーク

　　○使命　ロータリーの使命は、人々に奉仕し、高潔
性を推進し、事業と専門職及び地域社会のリー
ダーの間の親睦を通じて世界理解、親善、平和を
推進すること。

　　○ 3 つの優先事項
　　❶クラブのサポートと強化
　　　　　「ロータリークラブ・セントラル｣「My　　
　　　　　　Rotary」
　　❷人道的奉仕の重点化と増加　
　　　　　「未来の夢計画」「ポリオ撲滅」
　　❸公共イメージと認知度の向上
　　　　　「ロータリーディ」の実施
　　○中核的価値観　親睦　高潔性　多様性　奉仕　

リーダーシップ
クラブとして戦略計画立案を難しく考えるのでは
なく、将来のクラブのあり方を検討することから
始めたい。戦略計画に沿って中、長期的計画を立
案し、効果的なクラブづくりを行う。

　エ　未来の夢計画
　　2017 年　　ロータリー財団 100 周年

　　○使命　ロータリアンが、人々の健康状態を改善し、
教育への支援を高め、貧困を救済することを通じ
て、世界理解、親善、平和を達成できるようにす
ること。

　　○標語　｢世界で良いことをしよう｣（Doing　Good　
in　the　World）

　オ　来るべき 60 周年に向けて
2016 ～ 17 年度は平塚ロータリークラブは創立 60
周年になります。

　　事業を行うについて
　　❶自分たちが行う活動や事業が地域社会にとって求

められているものなのか。
　　❷目標の設定と効果の測定
　　❸事業の継続性…　単年度なのか
　　❹ロータリーの奉仕活動としての事業展開
　　❺財団補助金の検討…　2 年前から検討

単なる通過点としての年度でなく、さらなる活性化
したクラブや会員となり、地域に必要とされるクラ
ブを目指す飛躍の年度と位置づける。

ロータリーの２大理念
「超我の奉仕｣　奉仕の哲学
「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」奉仕の実
践理論
「利他と利己」

＜幹事報告＞
◎２/ ７（土）開催の I・M への参加申込は本日までです。

お申込みが済んでいらっしゃらない方は、出欠一覧を
回覧致しますのでご記入ください。

＜メークアップ＞　　　　　１名　柏手　茂　会員

＜本日のスマイル＞　　　１２名

＜ゲスト・ビジター＞　　　０名　

＜卓話・行事予定＞
１月２９日（木）　平塚ＲＣの歴史を会員に聴こう
　　　　　　　　　　【温故知新】
　　　　　　　　　　小泉会員・鈴木（栄）会員
　　　　　　　　　　升水（富）会員・添田会員
２月　５日（木）→７日（土）第８グループＩ・Ｍ　
　　時間：13:00 ～受付／ 13:30 ～合同例会・点鐘
　　場所：ホテル・サンライフガーデン　５F「江陽の間」
　　１２日（木）　NPO 法人　気象環境教育センター
　　　　　　　　　　山岸米二郎様
　　１９日（木）　有限会社いしけんフードサービス
　　　　　　　　　　代表取締役　石川賢一様

＜市内例会変更＞　

＜メ ー ク ア ッ プ＞

＜本日のスマイル＞

＜卓話・行事予定＞

＜市 内 例 会 変 更＞

＜ゲスト・ビジター＞

＜幹事報告＞

クラブ会報委員会　　◎日坂泰之　　○中村　豊　　杉山幹生　　西村裕子　　鈴木條一　　粟野　裕

平塚西
 2/11 ㈬  休会（祝日）
 2/18 ㈬→ 2/7 ㈯ 第８グループ I・M に振替


