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　平塚ロータリークラブにおきましては、常盤米山奨学・
学友委員長を始め６名の会員の皆様に地区委員会に出て
いただき、委員会活動をしていただいておりますことに
感謝を申し上げます。最初に、ＲＩ会長テーマ、会長方針
について述べさせていただきます。

2019-20 年度　ＲＩテーマ　会長方針
　マーク・ダニエル・マローニー国際ロータリー会長は、
2019‐20年度の会長テーマ、「ロータリーは世界をつなぐ」
を発表しました。そして４つの強調事項をあげました。
「ロータリーを成長させる」
「家族の重要性を強調」　
「内部組織の改革」
「国連とのパートナーシップ」　

ビジョン声明（2017 年 6月ＲＩ理事会にて承認）
　また、現在最も重要なロータリーの方向性を示すビ
ジョン声明が承認されました。
　私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして
自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人
びとが手を取り合って行動する社会を目指しています。
　そしてこのビジョン声明を達成、具体化するために戦

「クラブ公式訪問卓話」

第2780地区ガバナー
杉岡芳樹様

国際ロータリー第２７８０地区
ガバナー　杉岡芳樹（相模原 RC）

略計画があります。

新しいロータリー戦略計画
　戦略計画の土台となる 4つの主な優先事項と目的を承
認しました：
１) より大きなインパクトをもたらす
２) 参加者の基盤を広げる
３) 参加者の積極的なかかわりを促す
４) 適応力を高める
19-20 年度ロータリー戦略計画の年次目標
　優先事項 1の目標：人びとが手を取り合うのを促す
　優先事項 2の目標：行動する
　そして、RI 会長方針、ロータリー戦略計画を基本とし
て、地区の方針を策定しました。
2019－20 年度　第 2780 地区方針
　強調事項「1クラブ　1奉仕プロジェクトを」
　１.ＲＩ会長テーマおよび強調事項の推進
　２.ＲＩロータリー賞への積極的なチャレンジ
　３. 新しいＲＩ戦略計画の推進
　４. 会員増強・会員維持・クラブ拡大
　　・女性会員や４０歳未満の会員の入会、またローター
　　  アクターのロータリークラブへの入会を促す。
　    ・各クラブ２名以上の純増を
　    ・既存会員の維持
　    ・新クラブ（衛星クラブを含む）の拡大　
　５. 新世代育成の推進
　    ・インターアクト、ローターアクトクラブへの支援
           および協力の強化。また、ロータリー賞受賞に向け、
           指定された項目をクラブで実行するよう奨励する。
        ・インターアクト、ローターアクトの新クラブ拡大
        ・若い職業人、若い世代のリーダーをロータリーに取組む
６. 地区ビジョンおよびクラブビジョンの策定の推進
　    ・戦略計画を基礎として、地区およびクラブの中期
　　   ビジョンを策定してください。クラブにおいては、
            戦略計画委員会または長期計画委員会等の委員会
            を立ち上げ、または活性化して、クラブの将来の
            あるべき姿を描き、その実現に向けての行動計画
            を立てていただきたい。
７. 奉仕活動推進のためのロータリー財団への年次寄付
　    ・年次寄付　200 ドル以上／ 1名
　    ・ポリオ寄付　40 ドル以上／ 1名
　    ・恒久基金　1,000 ドル以上／ 1クラブ
８. 米山奨学会寄付
　    ・20,000 円以上／ 1名
９. 公共イメージ向上に向けて
・ロータリーの認識を高め、「世界を変える行動人」
（ PEOPLE OF ACTION ）キャンペーンを促進する。

　国際ロータリー第2780地区には、68クラブ、2,400名
の会員がいます。主役は地区ではなくクラブです。平塚
ロータリークラブの一年間のご活躍を切に希望します。
そして、ますます魅力ある、元気なクラブになられます
ようご期待を申し上げて、ガバナーとしての公式訪問卓
話とさせていただきます。
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2017年～2018年度員

2018年～2019年度

所属クラブ
生年月日
職業分類
職業／役職
最終学歴

相模原ロータリークラブ
昭和25年（1950年）7月12日生　68歳 
ＬＰガス供給
相模ガス株式会社　代表取締役
上智大学法学部　卒

相模原ロータリークラブ入会
相模原ロータリークラブ　会長
地区米山奨学金増進委員会　委員
地区職業奉仕委員会　副委員長
GSEチーム団長としてアメリカ第7890地区へ派遣
地区米山奨学委員会　委員長
地区会員増強・会員維持委員会委員長
ガバナー補佐（第５グループ）
相模原橋本ロータリークラブ　特別代表
地区研修委員会　委員
地区研修委員会　副委員長　
相模原ニューシティロータリークラブ　特別代表　
ガバナーノミニー　地区戦略計画委員会　委員
地区危機管理委員会　委員
ガバナーエレクト、オンツー国際大会委員長
地区戦略計画委員会委員、地区危機管理委員会委員

杉岡 芳樹（すぎおか よしき）
卓話者ご紹介

ポール・ハリス・フェロー／マルチプル・フェロー／ベネファクター
／メジャードナー/ポールハリス・ソサエティー会員／米山功労者

平塚ロータリークラブ 週報 3220号

　国際ロータリー第2780地区には、68クラブ、2,400名
の会員がいます。主役は地区ではなくクラブです。平塚
ロータリークラブの一年間のご活躍を切に希望します。
そして、ますます魅力ある、元気なクラブになられます
ようご期待を申し上げて、ガバナーとしての公式訪問卓
話とさせていただきます。

杉岡ガバナーとの懇談会 杉岡ガバナーに質問される渡邉美和新会員

　ガバナーとの懇談会報告

　8月 22 日（木）の例会終了後に杉岡ガバナー、杉崎
ガバナー補佐を交えて懇談会を開催しました。懇談会に
は、クラブからガバナー補佐経験者や会長、幹事、会長
エレクト、副会長、大委員会委員長や入会３年未満の会
員など３４名が参加しました。
　
　進行は、杉崎ガバナー補佐がされました。杉岡ガバナー
からは、「寄付金も地区の目標額も達成しているし、ま
た会員増強なども順調で、平塚クラブは、歴史があり、
しっかりとした取り組みをされているので、活動計画書
に沿って事業をすすめられたらよろしいのでは、ないの
でしょうか。」とのお言葉をいただきました。

　参加した３年未満の会員からは、３つの質問がされま
した。また、規定審議会で決まったメークアップの件な
どが話されました。

　最後に懇談会の感想としては、杉岡ガバナーの長年の
ロータリー活動の知識や経験を通じて、多くのお話を頂
き、多くの質問が理解でき、有意義な懇談会であったと
感じました。

幹事　　森　誠司
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卓話・行事予定

市内例会変更

2名

33名

3名

0名

8月29日(木)

現在ございません。

委員会報告

第2780地区
第8グループ
入会予定者

葛西敬会員、山口紀之会員

・親睦委員会　平井敬規副委員長
　明日8/23に移動例会で第69回湘南ひらつか花火大会が
あり、40名の参加をいただいております。18：00受付、18：30
例会開始、19：00花火大会開始となります。皆様には特別
観覧エリアにてご覧いただきます。各自会場までお越し下
さい。お帰りはタクシーを用意しますのでご希望の方はお
残り下さい。親睦委員会一同、皆様に喜んでいただけるよう
頑張ります。

・プログラム委員会　三荒弘道委員長
　今月は明日の花火例会で終わりとなります。9/5は元大正
大学教授、文学博士、各種で講師を務めNHK教育TVで古典
講座も出演された宮澤正順（みやざわまさより）氏にて令
和の話・特攻より75年目を向かえてとお話頂きます。
9/12はビーチバレー選手の田中姿子（たなかしなこ）氏を
お招きしまして開催します。

・地区公共イメージ委員会　小林誠会員
　2780地区のフェイスブックが復活されました。地区公共
イメージ委員会ではライブ配信、ユーチューブを毎月反映し
て配信しています。フェイスブックをされている方は「検索
2780」で国際ロータリー2780地区がご覧になれます。杉岡
ガバナーのさわやかな笑顔を見たらいいね！を押して下さ
い。各地他クラブの活動もご覧になれますのでシェアして頂
けると良いと思います。

湘南ひらつか花火大会

幹事報告

◎当クラブ推薦の青少年交換学生の金子美優（みゆう）さん
　が8月20日に台湾へ出発されました。
　台湾の空港では現地でお世話になるロータリークラブの
　方々14名がお出迎えになったそうで、金子さん、ご両親と
　もに安心されたそうです。羽田空港へは鳥山副会長がお
　見送りに行って下さいました。

◎8月24日(土)地区米山奨学セミナー＆カウンセラー研修会
　が開催されます。
　清水会長と山口米山記念奨学委員長が出席されます。

◎8月27日(火)「第46回緑化まつり」第3回実行委員会が開催
　されます。
　髙橋建二社会奉仕委員長が出席されます。

◎先日お知らせいたしました10月20日（日）開催されます。
　2019-20年度地区大会の出欠が未提出の会員はお弁当、
　バスの手配もありますので、出欠表を回覧いたしますので
　ご記入願います。　　

◎来週の29日(木)は移動例会で明日23日(金)19:00よりの
　「第69回湘南ひらつか花火大会」見学会となります。
　お間違えの無いようご注意ください。

ガバナー　　　杉岡芳樹様
ガバナー補佐　杉﨑　正様
日本生命保険相互会社
平塚総合営業部長　近藤憲司様

杉岡ガバナーより会員章を
つけて頂く又城新会員

杉岡ガバナーより会員章を
つけて頂く松本新会員

本日の誕生祝いの鈴木成一会員と青山紀美代会員

入会式の松本崇新会員と又城雅弘新会員

8 月 20 日 台湾で金子さんを
お出迎えの現地ロータリーク

ラブの皆様と金子さん

金子さんを見送る
鳥山会員

( 羽田空港にて )


