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インスピレーション
になろう

2019 年 4 月 25 日　第 2769 回 例会

◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング　『我らのなりわい』

　

 会長報告　　　　　　　　　　　　鈴木　康仁
皆さんこんにちは、４月２１日
（日）には、地区研修、協議会に
ご参加大変ありがとうございまし
た。会場には、溢れそうになるほ
どの会員が、勉強に来られており
ました。この協議会は、現在の脇
ガバナーが招集し、次年度、杉岡
ガバナーエレクト年度の、ＲＩ会
長のテーマ「ロータリーは世界をつなぐ」やＲＩ会
長方針の説明、又、杉岡ガバナーエレクトご自身の
２７８０地区方針の発表の場で、そして地区役員、
ガバナー補佐、各委員会委員長等の紹介し、次年度
の力強さを力説されておりました。当クラブより、

高木会員、笠原会員、鈴木正孝会長エレクト、奥山会員、山本会員、秋本幹事、そして、会長の鈴木、７
人で参加をしてきました。大変お疲れ様でした。また、第１グループの加藤ガバナー補佐より連絡があり、
今年度もう１人の増強を何とかお願いしたい、先日報告していただいた２名の方に今一度アタックしてほ
しいとのことでした。もう１つは、私どものメンバーでございます、長嶋満理子会員が、２回目の三浦市
議会議員選挙に立候補されまして、見事、１２７０票を獲得され、第４位で当選されました、大変おめで
とうございます、後程、例会に顔を出すそうですので、今後４年間の活躍をご期待し、皆さんで、激励を
したいと思います。

 幹事報告

 出席報告
・会員総数：26名　・本日出席：18名　欠席：8名　　　出席率 69.2％
・MAKE UP：鈴木康仁、秋本清道、鈴木正孝、奥山浩司、笠倉正弘、高木　巌、山本達樹（地区研修・協議会）
　　　　　　以上により　出席率は96.1％となります
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 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 地区研修・協議会　奉仕プロジェクト部門　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　鈴木　康仁
　　

・鈴木康仁　地区研修、協議会、参加者の皆様、大変
　お疲れさまでした。。
・高木　巌　長瀬さん、お元気で何よりです。
・芹川直行　連続欠席のおわび。
・笠倉正弘　お久しぶりです。
・藤喜代司　先々週欠席のおわび。平成最後の集まり
　ですのでよろしくお願いします。
・奥山浩司　本日もよろしくお願いします。

・山本達樹
・加藤隆史　まりこさん、おめでとうございます。また 4年間、三浦のために頑張って下さい！

ニコニコ BOX 集計報告
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本　日　　前回まで　　累　計

社会・職業・国際・奉仕プロジェクト委員会に出席してきました。
今年からは、青少年奉仕委員会が独立した委員会となり、社会・職業・国際・
三大奉仕委員会となりました。
今年度、一クラブ・一奉仕プロジェクトを地域社会でそして自クラブで地域
の人々と手を取り合い行動し、新しい奉仕プロジェクトを立ち上げ、行動を
起こすことを築いていき、元気なクラブになろう。
1、社会奉仕の在り方、地域社会との「つながり」
2、地域のリーダーの積極的な参加を促す。
3、地域社会の人々と協力し、奉仕事業を策定する。

ＲＣ地域社会共同体（ＲＣＣ）は、ＲＣ会員以外に人々がＲＣの取り組みに賛
同し、地域社会の為にボランティア活動をするグループです。ＲＣＣと協力することによるメリット
1、地元住民が地元の問題に責任を持って取り組むための力を与えることによって、地域が抱える問題への
解決　　策を見つける。
2、計画、実行、モニタリング、といったプロジェクトのすべての側面で、地元住民に参加してもらうこと
で、　　プロジェクトが維持可能なものとなる。
3、地元住民のセンターとなり、彼らにプロジェクトを先導してもらうことによってリーダーを育成する。
現在　　世界 90か国以上に 8500 人を超える（ＲＣＣ）がある。

ロータリーの友 5月号の 47ページに、平塚湘南ＲＣのグローバル補助金による 2月 2日、フィリピン、
シキホール島ラレーナ市で 28の参加校、児童・生徒約 500 人、クラブから 11人、保護者、観客、関係
者を含め、総勢 1000 人超の参加のもと「鍵盤ハーモニカコンテスト」を開催した様子が掲載されています。
日本で不要になった「鍵盤ハーモニカ」約 40台を送りましたが、しばらく学校で眠っている状態でした。
もともと島では打楽器が主流で、メロディ楽器を演奏する習慣がないうえ、指導者も不在でした。日本か
ら音大出身の歌手や大学生などが有志で島を訪れ、講習会を開催、各学校で個人指導も行われました。頑張っ
て練習を続け、その成果の発表として今回コンテストが開催されました。
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 地区研修・協議会　会長部門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次年度会長　鈴木　正孝

　　
4 月 21 日（日）に日本大学生物化学資源部にて地区研修・協議会が行われ、
会長部門に参加してまいりました。
とても広大できれいなキャンパスで、キャンパス内は飲食禁止となっており
ました。

2780 地区の次年度会長がほぼ勢ぞろいしており、さまざまな意見や要望が
飛び交う中、会員増強についてはどのクラブも頭を悩ませているようでした。
私と同じグループには、津久井ＲＣの次年度会長がおり、こちらのＲＣは会
員が 9名とのことでした。
人数の少なさに驚き、いろいろお話を伺いましたが、特に人数の少なさによっ
て苦労されているとか、大変だとかそういうことはなく、問題なくクラブ内
は充実されているようでした。

もちろん、会員数が増えることも大切なのですが、いかにクラブ内を有意義なものにするのかも大切なの
だと改めて感じた時間でした。
次年度会長として、悩ましいことも多々ありますが、会長を決めた以上は、クラブ内をより充実したもの
をつくっていきたいと思っています。
次年度からよろしくお願い致します。

地区研修・協議会　奉仕プロジェクト部門（職業奉仕）　　　　　　　　　　　　笠倉　正弘　会員
4 月 21 日（日）に日本大学生物化学資源部にて地区研修・協議会が行われ、
会長部門に参加してまいりました。
とても広大できれいなキャンパスで、キャンパス内は飲食禁止となっており
ました。

2780 地区の次年度会長がほぼ勢ぞろいしており、さまざまな意見や要望が
飛び交う中、会員増強についてはどのクラブも頭を悩ませているようでした。
私と同じグループには、津久井ＲＣの次年度会長がおり、こちらのＲＣは会
員が 9名とのことでした。
人数の少なさに驚き、いろいろお話を伺いましたが、特に人数の少なさによっ
て苦労されているとか、大変だとかそういうことはなく、問題なくクラブ内
は充実されているようでした。

もちろん、会員数が増えることも大切なのですが、いかにクラブ内を有意義なものにするのかも大切なの
だと改めて感じた時間でした。
次年度会長として、悩ましいことも多々ありますが、会長を決めた以上は、クラブ内をより充実したもの
をつくっていきたいと思っています。
次年度からよろしくお願い致します。
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