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国際ロータリー第 2780 地区　第 8グループ　
大谷ガバナー公式訪問

　「一番伝統のある平塚RC、本年度私の片腕となっていた
だいている常盤AGのクラブであります。第8グループの最後
にお邪魔させていただきました。」とご挨拶いただき、今年
度の地区運営についてお話をいただきました。以下項目を
箇条書きにして紹介をいたします。
１、イアンH.S. ライズリー RI 会長の印象
　身長180㎝、温かみのある心の広い方で、奥様もガバナ 
　ー経験者
 ２、地区方針
　日本で34人、世界の590人のガバナーと1週間の国際ロー
　タリーでのガバナー研修を終え早々に地区方針を決定。

＜今年度のガバナーとしての考え＞
 １、会員増強
　会員が増えるとクラブの活性化につながる。財政基盤を
　強化される。全世界で120万人、日本は、9万人弱、リーマ
　ンショック純減、2011年の震災で4RC消滅したが、その後
　増加傾向に転じた。女性会員は、当地区では、5.5％、インド
　では、9％である。まだまだ、女性会員を増やすことは可
　能と考える。
２、戦略計画の実行
    ①公共イメージ向上への取り組み
　積極的なメディアへの情報発信・連携。
　認知度向上は、会員増強へとプラスの連鎖を引き起こす。
    ②長期計画の目標と実行
　10年後の自分のクラブをイメージして、今年はどうある
　か考え、定めた事柄の実行する。

    ③財団
　皆さんから財団に拠出をいただいていますが、奉仕活
　動への貯金と考えてください。3年後には、100％使う
　ことができる。クラブで取り組み頂き財団の補助金の活
　用を行ってもらいたい。ポリオは、あと1歩ですが、こ
　こまで来れたのは RCの力は素晴らしいもので、世界的
　にも評価をされている。ポリオ根絶も目標をしっかり持
　ち続けて、完結しようではありませんか。
３、RI 会長賞（3つの戦略的目標のうち各 4項目達成）
　それぞれのクラブで様々な取り組みをRI 会長賞の定義
　に当てはめてみてください。活動の物差しとしてみてく
　ださい。
４、マイロータリーの活用
　現在、ロータリアンの 14％が使っている。今年度 50％
　まで利用者登録を伸ばしていく。
５、柔軟性の正しい理解（2016 年規定審議会）
　3年に 1回規定審議会が行われます。例会は、月2回
　開催で良い。しかし、例会の開催を2回に減らすクラブ
　は、ほとんどありません。規定が緩和されてもクラブの
　あるべき姿は、変わらないという事になります。

この1年間、会長・幹事の皆様そしてクラブ会員の皆様、共に
活力あるクラブ創りとロータリーライフをエンジョイしてい
ただきたい。

ガバナーを迎えて理事・役員
新会員との懇談会

大谷ガバナーと
常盤ガバナー補佐
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委員会報告

11月23日（木）
11月30日（木）
12月07日（木）
12月14日（木）
12月21日（木）
12月28日（木）　

祝日のため休会
夜間例会　米山範明会員の入会記念卓話
クラブ年次総会
クラブ協議会、上期情報集会報告会
夜間例会　クリスマス家族例会
休会

現在ございません

◎クラブ組織強化委員会　会員研修委員会　委員長 関口 幸恵
　「第一回新会員研修セミナー」を12月7日(木)18:30より開
　催致しますが、まだアンケートのご回答が少ないので入会
　5年未満の会員で未提出の方は至急ご提出をお願いい
　たします。

◎長期計画委員会　桐本委員長
　先日委員会メンバーの方にご連絡をいたしました「第3回
　長期計画委員会」を本日18:30より平塚商工会議所1階
　第4会議室にて開催いたします。

◎24日地区会員増強・会員維持セミナー「11月ロータリー
　の魅力のためのセミナー」が開催されます。
　小野会員増強委員長と三荒幹事が出席します。

◎上期情報集会開催のお知らせがグループの各幹事より
　会員の皆様に送られていることと思います。
　12月14日の例会で、集会での皆様のご意見をまとめた
　報告会を開催いたしますので、多くの方のご出席と活発
　なご意見をお願いいたします。　
　　　　　　　　
◎平塚音楽家協会より「第35回定期演奏会　クリスマスコン
　サート」のご招待券を一枚頂いております。
　
　日時：12月10日(日)　15:00開演
　場所：平塚中央公民館　大ホール

　クリスマスにちなんだ曲の独唱、合唱、ヴァイオリン、ピア
　ノ演奏などがあるそうです。
　ご希望の方はお早めに事務局までお願いいたします。

◎来週の木曜日23日は勤労感謝の日で祝日となりますので、
　例会は休会となります。
　また、翌週の30日の例会は夜間例会です。18:30点鐘とな
　ります。お間違えの無いようお願いいたします。

大谷ガバナー経歴

大谷新一郎ガバナー
箱根ロータリークラブ　根本克彦様　

西村裕子、鳥山優子会員
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大谷 新一郎様（おおたに しんいちろう）
昭和24年4月19日
相模原南ロータリークラブ
石油製品販売
株式会社三友　代表取締役
相模原市南区相模大野1-35-2
早稲田大学社会学部
昭和60年 株式会社三友 代表取締役就任

相模原南ロータリークラブ　入会
相模原南ロータリークラブ　幹事
相模原南ロータリークラブ　会長
地区クラブ奉仕委員会　ロータリー家族委員会
地区クラブ管理運営委員会
ロータリー家族委員会　副委員長
地区会員増強・会員維持委員会
ロータリー家族委員会　副委員長
ガバナー補佐（第5グループ）
オンツー・バンコク国際大会
地区クラブ奉仕委員会　委員長
地区公共イメージ委員会　委員長
地区研修委員会
ガバナーノミニー
地区戦略計画委員会　
危機管理委員会　姉妹地区委員会
ガバナーエレクト
オンツー・アトランタ国際大会　委員長
地区戦略計画委員会　
危機管理委員会　姉妹地区委員会

ロータリー歴

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

ロータリー表彰

大谷ガバナーより会員バッジをつけていただく武澤新会員

氏名：　　　武澤武彦（たけざわ　たけひこ）
生年月日：　昭和33年5月5日
住所：　　　東京都大田区西六郷
趣味：　　　スポーツ観戦
 
長年、横浜銀行で活躍をされ、この度、泰平商事(株)の社長
室室長になられました。先日ご退職されました鶴井雄仁様
の後任として平塚RCにご入会されました。
武澤様は以前にも横浜港南RCでのロータリー歴がござい
ます。


