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第３０５７回例会

２０１６年７月７日

グランドホテル神奈中

週報第３０５７号

ク ラ ブ 協 議 会
▪会長・幹事バッジの交換
前年度の常盤卓嗣会長・高橋建二幹事より、“ クラブ
会長・幹事バッジ ” が今年度の清水孝一会長・高橋賢
二幹事へ引き継がれました。

第二は、会員の維持・増強です。今期は昨年度比純増
２名を目標としました。維持は、推薦者によるメンター
機能の、従前に増した発揮をお願いしたい。併せ親睦委
員会を中心としたコミュニケーションの充実です。増強
は 40 代、女性会員が主なターゲットです。云うまでも
ありませんが、クラブの多様性、奉仕活動の充実を図る
には増強が必要です。
第三は、委員会の活性化です。クラブの基本は委員会
です。具体的には毎月一回、委員会を開催頂き委員会毎
に目標と達成度合いをレビューして頂きたい。そして

常盤前会長から清水新会長へ

高橋前幹事から高橋新幹事へ

▪新役員挨拶

新年度を迎えて
会長 清 水 孝 一
既に会長所信をお伝えしました。“ 奉仕の喜びを分か
ち合う ”、これが総論です。そこで今回は、各論として
以下四項目を述べさせて頂きます。
第一は、ＲＩ会長賞への挑戦です。本日提示した資料
を参照下さい。ジョン・ジャームＲＩ会長はＲＩ会長賞
で７つのテーマを掲げました。そして７つの項目それぞ
れに選択肢があり、その中から２～３項目をクラブが選
択し、目標とするものです。
ロータリークラブ・セントラルへは私が既に入力を終
えております。あとは会員のご協力を得て、達成したい
と思います。特にお願いしたいのは、オンラインツー
ルの活用です。ここでは会員の 50％としてありますが、
出来れば全員が My Rotary に入力し、少なくとも２名
がフォーラムグループに参加して頂きたい。
但し、ここで申し述べたいのは、
「賞を取る」こと自
体が目的ではなく、各項目を地道に実行した結果、賞は
あとからついてくるということです。目標を高く掲げ全
会員でそれに向かって努力する、この心構えで行きたい
と思います。

＜出席報告＞

三ヶ月に一度は各委員長が集まって頂き、クラブとして
のありようを議論して頂きたい。勿論私もこの二つの
ミーティングは時間の許す限り出席致します。
第四は、クラブとして誇りを持つと共に謙虚さを持つ
ということです。他のクラブのみならず一般の方々もよ
く私達を観ておられます。人間として、ましてやロータ
リアンとしてマナーを守りたい。奢らず、慎みを持って。
そしてクラブの仲間は皆平等です。この原点は忘れずに
いたいものです。
先達が営営と築かれてきた 60 年の伝統を誇る平塚
ロータリークラブを、先達のご努力を汚すことなく、
堂々
と明るく愉しく前向きに引継ぎ発展させて行きましょう。
以上、ありがとうございました。
幹事 高 橋 賢 二
この度 2016 － 2017 年度、平塚ロータリークラブの
幹事を清水会長のもと務めさせて頂く事になりました。
私にて第 61 代目の幹事という事で、改めて当クラブの
歴史と伝統を感じるとともに、その役割の責任の重さを
痛感しております。
クラブ幹事の責務は『クラブが効率的に機能し運営す
る事』とあります。会長所信でもありますように『奉仕
の喜びを分かち合おう』を今年度の方針の柱とし、提唱
された５項目の活動指針をクラブ内で如何に効率的に機
能させるかを考え、会員の皆様のご指導、ご協力を賜り

本 日 7月 7日 会員数 60名 対象者 56名 出席者 41(38)名 出席率 68.33％
前々回 6月16日 会員数 64名 対象者 61名 出席者 45(43)名 出席率 71.43％ MUP 1名 計 46名 修正率 73.02％

ながら幹事としての責務を果たしていきたいと考えてお
ります。
さて、今年度は『平塚ロータリークラブ創立 60 周年』
を迎え、すでに色々なイベントが企画されております。
例年の行事に加え、創立 60 周年記念行事、又 60 周年
を記念しての新規事業も計画されております。いずれに
しましても、この盛り沢山の行事、事業を効率良く運ぶ
には、会員全員の結束力なくしては達成できません。又
この会員の結束力を高める為、各世代のメンバー間のつ
なぎ役に徹し、バランスのとれた風通しの良い組織作り
を目指していきたいと考えております。会長のご挨拶に
もありますように、“ 堂々と明るく愉しく前向きに ” を
実践して参りたいと思います。
最後になりますが、私自身、入会して５年目の未熟な
幹事でご迷惑をお掛けすることもあるかと思いますが、
一年間クラブ運営が円滑に、そして皆様が楽しめる魅力
あるクラブになるよう心配り、気配りを忘れずに職務を
全うする所存でございます。
会員の皆様、どうぞ一年間ご支援、ご指導、ご協力の
ほど宜しくお願い申しあげます。

◎湘南よさこい祭実行委員会より協賛の礼状頂きました。
◎第 53 回平塚市少年野球大会の開催について
開会式 日時：７／ 22（金）18:00
場所：平塚球場
閉会式 日時：７／ 31（日）15:30 ～（予定）
場所：平塚球場
＊高橋直前幹事が出席します。
◎地区ロータリー財団セミナーのご案内
日 時：7 月 15 日（土）13:00 ～ 17:00
場 所：アイクロス湘南 ６階
＊清水会長、鳥海財団委員長出席します。
◎青少年交換学生募集の件
派遣国：アメリカ・カナダ・ブラジル・台湾ほか４か国
派遣人員：８名（地区内・１グループ１名）
派遣期間：2017 年８月～ 2018 年８月
選考試験：11 ／ 12・13（筆記・面接）
応募資格：現地到着時に 15 歳～ 18 歳の高校生
ロータリアンの子弟でも応募可能
詳しくは地区 HP ＞委員会＞青少年交換委員会（下記
アドレス）をご覧ください。
http://www.d2780.rotary.bz/pCommittee.asp
◎米山学友会主催「クリーンキャンペーン」のお知らせ
日 時：７月 16 日（土）
小田急線片瀬江ノ島駅集合
16 時現地解散、雨天決行

今年度理事・役員一同

＜委員会報告＞
＜委員会報告＞

◦七夕をつくる会 幹事升水一義
FAX にてお知らせ申し上げましたが、７／８（金）
13:30 より、平塚 RC で作った竹飾まえにて記念撮影
を致します。場所は、
子育て支援「もこもこ」前です。
（スルガ銀行前、なべや隣）是非お集まりください。
◦ロータリーの友地区代表委員 桐本美智子
赤坂のニューオータニで、新旧年度
地区代表ロータリ―の友委員の合同
会が行われました。全国の新旧ガバ
ナーも参加しました。レセプション
で昨年のレポート提出の（全国の）
中で『一番建設的な提案してくれた
人」として感謝状を頂き、15 分間
スピーチを代表で行いました。
＜幹事報告＞
＜幹事報告＞
◎第２回地区青少年奉仕委員会／アクターズミーティン
グのご案内
日 時：７／９（土）
委員会 13:00 ～ 13:50
アクターズミーティング
場 所：第一相澤ビル
＊馬上委員長が出席します。

14:00 ～ 17:00

11 時

＊飯塚米山奨学委員長が出席します。
◎事務局交代
この度、事務局は左近允暁子から山崎芳樹に交代しま
す。宜しくお願いします。
新会員のご紹介
ほり

やす

堀

康 紀

のり

様

神奈川中央交通（株）取締役社長
趣味 ゴルフ
＜メークアップ＞
＜メ ー ク ア ッ プ＞

１名

＜本日のスマイル＞
＜本日のスマイル＞

３２名

＜ゲスト＞
＜ゲ
ス

ト＞

＜ビジター＞
＜ビ ジ タ

ー＞

１名
折笠剛士 NTT 平塚営業支店長
０名

＜卓話・行事予定＞
＜卓話・行事予定＞
７月 ７日（木） 新役員挨拶
１４日（木） 入会記念卓話 今村佳広会員
２１日（木） 隅 俊之様 毎日新聞外信部記者
２８日（木） 小牧義美様 国立療養所星塚敬愛園
＜市内例会変更＞
＜市 内 例 会 変 更＞

クラブ会報委員会◎西村裕子
◎江藤博一
○杉山善弥
クラブ会報委員会
○北本省三
柏手 茂

青山紀美代
粟野 裕

現在ございません
秋山佳彦
葛西
敬
藤田明嗣

