
K.R. ラビンドラン RI 会長テーマ
　　Be a gift to the world
　　世界へのプレゼントになろう
RI 会長が示したクラブ目標
　　１　会員の増強と維持
　　２　財団への寄付
　　３　オンラインツールの利用
　　４　人道的奉仕
　　５　新世代（インターアクトローターアクトのスポ

ンサーとなる）　　　　　
　　６　公共イメージ
RID2780 地区テーマ
　　もっと役に立つ　もっと面白いロータリー
　ロータリークラブおよびロータリアンに備わっている
才能、知識、能力、努力、献身と熱意、これ等を世界に
役立てようと掲げているのがラビンドラン RI 会長です。
世界に、社会に、あるいは事業に、職業にもっと役に立
つロータリーあるいはロータリアンを目指しましょう。

そしてクラブでの親睦、グループでの親睦、地区レベル
あるいは世界での親睦を深め、もっと楽しく、もっと面
白いロータリーを目指しましょう。実践第一主義で行動
することが素晴らしい奉仕となり、プレゼントになります。
　具体的な目標　すべて RI 会長目標と RI 戦略計画に基

づいています。
１　奉仕活動
　　５大奉仕活動に積極的に取り組む　ポリオ撲滅最優先
　　R 財団の地区補助金、グローバル補助金を理解して

チャレンジ
２　公共イメージの向上
　　マルチメディア等で良い活動は広めて影響力を持とう

　　　　　　　　　　　　　（IM　クラブ周年事業）
　　自己が、クラブが、ロータリーが尊敬される存在と

なろう　　　　　　　　　  （R デイチャティー大会）
　　ロータリーデイを市民参加の行事として実践しよう
　　公共イメージ賞を設ける
３　寄付の理解
　　財団　一人当たり　200 ドル以上（R カードの普及）
　　米山記念奨学事業　　　　　　　20,000 円以上
　　ポリオ撲滅活動　　　　　　　　40 ドル以上
　　ベネファクター（一度に 1000 ドル）１クラブ１名以上

それぞれの目的は至高なプログラム
です。超我の奉仕の精神のもとに学
びや実践によって理解を深めてくだ
さい。

４　会員増強 10 パーセント（衛星クラブを立ち上げる）
私たち 2780 地区の平均は一クラブあたりの会員数
は 37 名です。10 パーセントは一クラブ３～４名
です。その気になって努力すれば必ず達成できま
す。女性、若い世代、新しい職業、熟年世代、ロー
タリーファミリーなどあらゆる角度に目を向けてく
ださい。　　　　
楽しいミーティングを工夫して親睦を図りながら情
報を累積する機会を増やしてください。例会や奉仕
活動を役に立つ面白いロータリーとして魅力を高め
てください。

Be a gift to the world
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国際ロータリー第 2780 地区
ガバナー　田 中 賢 三 様

2015-16年度　RID2780地区運営方針

                                         国際ロータリー第2780地区
ガバナー　田　中　賢　三　

                                                  
茅ヶ崎ロータリークラブ

＜出席報告＞

 卓 話

ガバナー公式訪問

本　日10月15日 会員数  59名 対象者  56名 出席者  45(42)名 出席率  76.27％
前々回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％ MUP  2名 計  47名 修正率  78.33％



５　中核的価値観を出席や参加を多くして学ぼう
親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップはロー
タリー精神の基本です。
例会、IM、地区委員会、地区セミナー、地区大会、
国際大会の出席と参加をしましょう。
出席は義務でなくて権利です。多くのことを学ぶ
チャンスです。親睦を促進し、ロータリーを学ぶこ
とは楽しみであると同時に役に立ちます。

６　オンラインツールの利用促進
MY　ROTARY へのアカウント登録　会員の 50%以
上を目指してください。
ロータリークラブセントラル
100％のクラブ（何の項目を
入力するのか明確にする）
ブランドリソースセンター　
ロータリーショーケース　ボ
イス　など

７　特別月間の大幅な変更を理解
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 様（2015-16 年度　第 2780 地区ガバナー）
所属クラブ　茅ヶ崎ロータリークラブ
生 年 月 日　昭和 19 年
職 業 分 類　精麦製造販売
職業／役職　日本精麦株式会社　代表取締役
最 終 学 歴　明治大学工学部卒
ロータリー歴
　1989 年　２月　          茅ヶ崎ロータリークラブ入会
　2002 年　４月　           研究グループ交換チーム　団長
　2003 年～ 2004 年度　茅ヶ崎ロータリークラブ　会長
　2004 年～ 2005 年度　地区副幹事
　2006 年～ 2007 年度　世界平和フェロー奨学生　カ

ウンセラー
　2007 年～ 2008 年度　地区世界平和フェローシップ

委員会　委員長
　2008 年～ 2009 年度　財団奨学金・財団学友委員会

委員
　2011 年～ 2012 年度　地区研究グループ交換委員会

委員
　2012 年～ 1013 年度　ロータリーの友　地区代表委員
　2013 年～ 2014 年度　ガバナーノミニー

地区戦略計画委員会　委員
地区研修委員会　委員

　2014 年～ 2015 年度　ガバナーエレクト、地区戦略
計画委員
地区危機管理委員
オンツー・サンパウロ国際大
会委員長

ポール・ハリス・フェロー／マルチプル・フェロー／メ
ジャードナー／大口寄付者ベネファクター／米山功労者

＜幹事報告＞
◎「関東・東北豪雨」災害義援金の協力につきまして、
第 2820 地区よりお礼状が届きました。

◎ 2015-16 年度地区大会決議（案）の配布
10 ／ 24・25 に開催される地区大会の決議（案）を
お送り致します。大会当日に採択致しますのでご確認
ください。ご意見・ご質問は別紙にご記入いただき事
務局までご提出ください。
◎平塚市・ローレンス市姉妹都市締結 25 周年記念式典
開催

　日　時：10 ／ 20（火）　
　　　　　式典 17:30 ～／交流会 18:30 ～
　場　所：ホテル　サンライフガーデン
　＊三荒弘道会員が国際交流協会理事として参加致します。
◎「第 43 回平塚市緑化まつり」第 1回実行委員会開催
について

　日　時：11 ／５（木）　10:00 ～ 11:00
　場　所：平塚市役所本館　710 会議室
　＊鈴木忠治会員が出席致します。

＜メークアップ＞　　　　　　２名
　　　　　　　　福澤正人・江藤博一　会員

＜本日のスマイル＞　　　　２６名

＜ゲスト＞　　　　　　　　　４名
　　　　　　　　　RID2780  DG・田中賢三様
　　　　　　　　　　　　　　　（茅ヶ崎 RC）（卓話者）
　　　　　　　　　第 8 グループ AG・平野達雄様
　　　　　　　　　　　　　　　（平塚西 RC）
　　　　　　　　　ガンバヤル・ツェルメン君
　　　　　　　　　　　　　　（米山奨学生）

　　　　　　　　　 ▲奨学金をガバナーより
　　　　　　　　　　　　　　　　お渡ししました。

　　　　　　　　　瀬尾光俊様（入会前ゲスト）

＜ビジター＞　　　　　　　　０名　

＜卓話・行事予定＞
１０月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
　　　１９日（木）【夜間例会】18:15 ～ 19:30
　　　　　　　　　　IM 実行委員会　委員長
　　　　　　　　　　　小玉秀秋様（平塚西 RC）
　　　２６日（木）　入会記念卓話　藤田明嗣会員

＜市内例会変更＞　　　　　現在ございません。

懇談会の様子

＜メークアップ＞
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＜卓話・行事予定＞

＜市内例会変更＞
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卓話者プロフィール

クラブ会報委員会　　◎西村裕子　　○北本省三　　柏手　茂　　粟野　裕　　葛西　敬　　藤田明嗣


