
▪クラブ協議会
第８グループガバナー補佐　平野達雄様　ご挨拶
　こんにちは。ご紹介頂きました今年度第８グループＡ
Ｇを努めております西クラブの平野でございます。
　本日は、平塚クラブ 10 月 15 日の公式訪問を控えて
ＡＧ訪問に参りました。先ず、今年度補佐幹事に西クラ
ブから荒井、柳川の２名をお願いしております。本日は
荒井が同行しました。ガバナーへの質問等伺わせて頂き
ます。
　平塚クラブの元気な姿を見て、いつも変わらずテン
ションの高い素晴らしいクラブと思っております。
　ロータリーもトップの指導者が変われば何かが変わる
でしょう。ロータリーの長い歴史の中で、その時代に合っ
たクラブ運営がなされる事が大切な事と思います。
　田中ガバナーはロータリーの神髄に基づいて地区の簡素
化、より充実した地区運営に取り組もうとされております。
　今年度公式訪問も 65 クラブ中３分の２程終了しまし
た。第８グループは北クラブ 10 月６日と、平塚クラブ
10 月 15 日を残すのみとなりました。
　私もＡＧＥとして不安の船出でしたが、加藤前ＡＧの
御指導を受けながら、昨年 10 月からのＡＧＥ研修も何
とか終了し、７月からＡＧとして出発して４か月目に入
りました。ＡＧという職務は右も左も分からない当初で
ありましたが、指導を受け、そして皆さんから体に気を
つけてあんまり無理するなよ。と励まされながら任期中
は精一杯やって行けたらと思っております。
具体的な目標
　喫緊の課題は会員増強、維持とＲ財団寄付です。
　26 日のＮＨＫでも放送されていましたが、ＷＨＯが
アフリカ全土でポリオが終息した。後はパキスタンとア
フガニスタンだけになった。と報道がありました。この
２か国は戦争により遅れているそうですが、Ｒ財団寄付

を資金源により 2018 年には全世界で終息したいと目標
を伝えられております。
　ロータリーの素晴らしさ、奉仕の素晴らしさを全世界
に伝えたいと思います。
地区大会
　10 月 24 日　大磯プリンスホテル
　　会長幹事会・地区指導者育成セミナー
　10 月 25 日

茅ヶ崎市民文化会館　本会議　多数の参加をおねが
いします。

ソウル国際大会
　５月 27 日からですが　地区で 600 人の参加を要請
されております。
　先日の会長幹事会で近畿ツーリストが説明に来ました
が、多数のご参加をお願いしたいと思います。
　尚、ＩＭは２月７日（日）に西クラブがホストクラブ
として開催します。場所はサン・ライフガーデンです。
時間は北クラブと同じになると思います。テーマはロー
タリーデイを冠にして欲しいとの事ですので、それに「世
界に良いことをしよう」　実行委員会で検討中です。
　是非多数。ご参加ください。

会長・各大委員長の年間方針発表
◆会長　常盤卓嗣
　私は平成８年 10 月に平塚ロータリークラブに入会を
しました。色々な方々と出会いクラブの活動に参加をし
てきました。今までロータリーで理解して来た事、又私
自身が納得出来なかった事を、皆と一度整理する年とし
て会長職に付こうと思います。
　日本の経済、地域の経済は大きく変わり人々の価値観
も変化をしてきています。ロータリークラブの活動は
2005 年に 100 周年を迎え、私たちロータリークラブ
も 60 周年を迎えるにあたり、本年度は会員の意識をま
とめあげてゆく大切な１年間であると思います。
　メンバーの年令構成や入会歴も変わり、クラブが行う
活動も一人一人に理解をしてもらい参画意識を持っても
らわなければならないと思います。“ 前例踏襲は滅びの
道 ” 各ポジションに携わる会員それぞれが自分達のクラ
ブの将来、問題点を語り合い、良い前例は踏襲を、そし
て変えてゆかなければならない事は大胆に、そして充分
に議論して時代に合ったものに変化をさせるそのために
クラブを活性化させ、会員を増強し結果奉仕活動を実践
し社会に認知される様な場づくりをしてゆきます。ロー
タリークラブの行う事業が夢や希望を多くの方々に与え
られる様、そしてノルマ引継ぎの事業とならずメンバー
の活性化を図ってゆきます。
　本年度の RI のテーマは “ 世界へのプレゼントになろ
う ” です。平塚クラブはメンバー一人一人が広告塔にな
り、社会に認知されるクラブとなる様に世代を超えたメ
ンバー同志の交流も図り、役に立つ面白い平塚クラブを
作っていきたいと思います。
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第８グループガバナー補佐　平 野 達 雄 様

　　　　　　　　　　　　　　（平塚西ロータリークラブ）

＜出席報告＞

ガバナー補佐をお迎えして

本　日10月  1日 会員数  60名 対象者  57名 出席者  45(42)名 出席率  75.00％
前々回  9月17日 会員数  60名 対象者  57名 出席者  32(32)名 出席率  56.14％ MUP  6名 計  38名 修正率  66.67％



　メンバーが明るく、楽しく、わかり易さをテーマに多
くの議論を出来る場作りを心がけ運営して参ります。
　１．変化の有る例会の実践
　２．地域や関係者に理解される奉仕活動の実践
　３．世代を超えたメンバーの交流
　４．クラブ戦略計画の立案
　５．60 周年に向けたクラブ内の体制づくり
　６．会員増強トレーニングの実施
　７．全メンバーに平等の機会をつくり、組織の活性化
◆奉仕プロジェクト委員会　委員長　三荒弘道
　2015 － 2016 年度のＲＩテーマ「世界のプレゼント
になろう」を念頭に、平塚ＲＣメンバー一人一人が輝き
を増し、この地域に必要とされる奉仕の実践に努めてま
いります。また７委員会の連携をはかり、クラブ活性の
為行動します。
◆会員委員会　委員長　清水孝一（会長エレクト）
　クラブ発展のため、会員維持・増強は永遠の課題であ
ります。
　「維持」は、会員各位のクラブにおける立ち位置を定
める支援を行い、「増強」は、幅広い職種・個性の会員
を確保することと考えます。
　量的拡大は、質的変化をもたらすとの認識のもと、良
き伝統の維持、並びに新しい血の注入を以て変化に対応、
会員相互の切磋琢磨を通じて地域に、そして世界に貢献
するよう努めてまいります。
◆クラブ管理運営委員会　委員長　片野之万
　クラブ管理運営委員会には、プログラム委員会、出席
委員会、スマイルボックス委員会、親睦委員会、広報委
員会、クラブ会報委員会、ＩＴ委員会の７つの委員会が
あります。どの委員会もクラブメンバーの為の大事な委
員会です。
　それぞれ各委員会、ロータリーライフ充実の為、毎週
のクラブ例会、その他でも委員長を中心として委員のメ
ンバーが委員会活動をしていますが、クラブ管理運営委
員会として７つの委員会メンバー全員が各委員会の方
針・活動内容を理解し、常盤会長がクラブ方針として掲
げるテーマ「明るく・楽しく・分かりやすく」この事を
いつも考え、お互い助け合い、協力しながら事業を進め
ていきたいと思います。
◆財団委員会　委員長　柳川正人
　地区方針に基づいて中長期的な自クラブの計画を立て
実行してまいります。
１．支出の方向性について、クラブ会員の意見の集約に

努めます。
２．ロータリー財団の 100 周年（2017 年）に備えます。
３．会員意見の集約のもと、運用利用等、十分な検討を

行います。
４．自クラブが継統的に財団補助金の運用が適正にでき

るよう努めます。
◆クラブ研修委員会　委員長　桐本美智子
　2006 年ＲＩにおいて「クラブ研修リーダー」の任命
が推奨され、我がクラブにも委員会が設置されて４年目
にはいります。
　（効果的なクラブ）を目指し、「戦略計画を実践して行
く役目（リーダー）」はクラブ会長と研修リーダーにあ
ります。今年度のクラブ会長のもと、研修委員会はクラ
ブのサポートと強化に努めます。
１．クラブの研修を実施し、年次目標の達成を支援します。
２．長期的視野で会員の指導力開発を推進します。
研修委員会及び研修リーダーの任務
１．クラブ指導者が、適宜地区研修に積極的に出席でき

るようにする。
２．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。
３．現会員のために継続した教育の機会を提供する。
４．全会員のための指導力育成プログラムを受けること

ができるようにする。
　研修委員会は全ての研修ニーズが満たされるよう、ク
ラブ内では理事会及び各委員会と協力し、地区ではガバ
ナー、ガバナー補佐、地区研修委員会に支援とアイデア
を得るために協力していきます。

＜委員会報告＞
◦社会奉仕委員会　木村義広副委員長

今年度は大住学区（大住中学校・岡崎小学校・城島小
学校）から生徒・先生合わせ、約 506 名のご参加と
なります。演奏は、平塚シンフォニエッタです。
第 10回『よい音楽に親しむ会』開催のご案内

　日　時：10/19（月）
　　①例　会：12:15 ～ 12:50 頃
　　　　　　　（お食事と事務連絡のみ）
　　②音楽会：14:00 開演～ 15:30 頃終了
　会　場：
　　①グランドホテル神奈中平塚　２F「撫子の間」
　　②平塚市中央公民館　大ホール
　＊当日例会終了後、ホテル玄関より、タクシー（江南

交通）に乗り合いで開場へ移動します。
　　会場の駐車スペースは限られております。乗り合い

のご協力をお願い申し上げます。
　　沢山の皆様のご参加をお待ちしております。

＜幹事報告＞
◎「関東・東北豪雨」災害義援金の協力依頼

ガバナー会より第 2820 地区が義援金受付の口座を開
設されたとの連絡がありました。
今回第 2780 地区としてまとめて寄付を振込みません
が、各クラブでの募金活動や個人でご寄付いただける
方は下記口座へお振込み願います。

　◆義援金送金先
　　常陽銀行　竜崎支店　普通口座
　　店番０２０　口座番号１８７０３１１
　　鬼怒川水害義援金ＲＩ第 2820 地区
　　　会計長　横山　善英
◎14－15年度例会出席100％の会員表彰です。（18名）
　飯塚和夫・小笠原　勲・柏手　茂・桐本美智子
　小飯塚立雄・清水孝一・清水雅広・清水　裕
　白石慎太郎・杉山昌行・鈴木忠治・高橋建二
　常盤卓嗣・鳥海衡一・成瀬正夫・牧野國雄
　升水一義・三荒弘道　会員の皆様です。

＜メークアップ＞　　　　　　６名　
　　　　　飯塚和夫・小笠原　勲・杉山昌行・鶴井雄仁
　　　　　鳥山優子・片野之万会員

＜本日のスマイル＞　　　　２４名

＜ゲスト＞　　　　　　　　　２名
　　　　　　　　　　　平野達雄ガバナー補佐
　　　　　　　　　　　　　　（平塚西 RC）（卓話者）
　　　　　　　　　　　荒川義光ガバナー補佐幹事

＜ビジター＞　　　　　　　０名　

＜卓話・行事予定＞
１０月１５日（木）　RID2780 ガバナー　田中賢三様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（茅ヶ崎 RC）
　　　２２日（木）→１０／１９（月）
　　　　　　　　　　『よい音楽に親しむ会』
　　　　　　　　　　（大住学区の小中学生対象）
　　　　　　　　　　昼食・事務連絡後、平塚中央公民
　　　　　　　　　　館にて開催
　　　２９日（木）→１０／２５（日）地区大会に振替
　　　　　　　　　　場所：茅ヶ崎市民文化会館大ホール
１１月　５日 ( 木 )　　ロータリー米山奨学生卓話
　　　　　　　　　　丁　云舒（テイ　ウンジョ）様
　　　　　　　　　　慶應義塾大学在籍・中国
　　　１２日（木）　㈱エル・スポルト代表取締役社長
　　　　　　　　　　李　国秀様

読売クラブ・全日空などでプ
レーされたサッカー選手

＜市内例会変更＞　　　　　　現在ございません。

▲ 左から（常盤会長・平野 AG・
　荒川補佐幹事
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