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2019 年 10 月 31 日　第 2788 回

◇ 国際ロータリー会長
　　　マーク・ダニエル・マローニー （East Nassau RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　杉岡　芳樹（相模原 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　小林　康記（横須賀 RC）
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓鈴木　正孝
　　　副 会 長︓笠倉　正弘
　　　幹　　事︓岩野　　明
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓秋本　清道
　　　副委員長︓小高　徳之
◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘
◇ 例会場　三浦商工会議所
　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎 3 丁目 12 番 19 号
◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
◇ website　http://www.miura-rc.jp
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ロータリーは
世界をつなぐ

2019 年 10 月 31 日　第 2788 回 例会

◇　点　　鍾　12時 30分
◇　ロータリーソング　『手に手つないで』
◇　ゲスト・ビジター紹介　
　　　第 2780 地区ガバナー　　　杉岡　芳樹　様
　　　第一グループガバナー補佐　小林　康記　様

　

　会長報告　　　　　　　　　　　鈴木　正孝
皆さん、こんにちは。
今月 19、20日と地区大会が開催さ
れました。
相模女子大グリーンホールへ横須賀
南西 RCの会員の皆さんとバスに
乗って向かいました。
その日は、ラグビーワールドカップ
の日本戦でもありましたので、早め
に帰れるように願っておりました。
何とか間に合いましたので、テレビで熱く応援させても
らいました。

次回は会員歴が浅い皆さんも是非出席いただけるようにお願いします。
本日は、第2780地区ガバナー、相模原RC杉岡芳樹様にお越しいただいております。杉岡がガバナーがお住まいになっ
ている相模原市と我が三浦市は、市政年月日が 1年と 10ヶ月ほどしか変わらず、当時は相模原市の人口 8万人、三
浦市の 5万人でした。
しかしながら、約 60年経った今日、相模原市は 72万人、三浦市は 4万 2000 人。
三浦市の高齢化率は、湯河原、真鶴に続いて 3番目となっています。
もちろん、土地の広さや都会との距離など、様々な大きな差はありますが、三浦市も相模原市と同じくらい・・とは
いきませんが、もう少し活気を取り戻せるといいなと、と思いました。
本日は、杉岡ガバナー、卓話をよろしくお願い致します。

 　幹事報告
＊地区大会のお礼　　　　　＊米山学友会主催「国際交流会」開催のご案内
＊新会員の集いのご案内　　＊ホテルニューグランド忘年会、新年会のご案内

 出席報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・会員総数：28名　　本日出席：18名　　本日欠席：10名　　出席率 64.2％
・MAKE UP：鈴木正孝、岩野明、松崎貞男、高木 巌、笠倉正弘、奥山浩司、
　　　　　　山本達樹、加藤隆史、阿部一也（ガバナー懇親会）　　以上により出席率は 96.4％となります
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 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・国際ロータリー第 2780 地区ガバナー 杉岡芳樹様
　第 1グループガバナー補佐 小林康記様
　本日は公式訪問にお邪魔させていただきます。
　よろしくお願い致します。
・鈴木正孝　杉岡ガバナー、遠路はるばる三浦半島
　最南端までようこそおいで下さいました。
　小林ガバナー補佐、連日ありがとうございます。
　今日はよろしくお願い致します。

・岩野　明　杉岡ガバナー、小林ガバナー補佐、本日はよろしく願い致します。
・松崎貞男　杉岡ガバナー、小林ガバナー補佐、ようこそお越しいただきました。
・高木　巌　杉岡ガバナー、小林ガバナー補佐、ようこそお出でいただきました。
・鈴木康仁　本日欠席して申し訳ありません。
・笠倉正弘　杉岡ガバナー、小林ガバナー補佐、ようこそ三浦へ。
・藤喜代司　杉岡ガバナーようこそ、一番遠い三浦へ。ご指導よろしくお願いします。
・長瀬六朗　ジャガイモ堀参加できません。ガバナー杉岡様よくらっしゃいました。
・奥山浩司　杉岡ガバナー、小林ガバナー補佐、ようこそ三浦へお出で下さいました。よろしくお願い致します。
・山本達樹　杉岡ガバナー、小林ガバナー補佐、本日はよろしくお願いします。
・長島満理子　本日もよろしくお願いします。
・加藤隆史　本日もよろしくお願いします。
・阿部一也　入会より一年を迎ました。先はお祝いありがとうございまいた。
　今後ともよろしくお願い致します。
・奥山浩司　杉岡ガバナー、小林ガバナー補佐、ようこそ三浦へお出で下さいました。よろしくお願い致します。
・福地宏章　杉岡ガバナー、小林ガバナー補佐、よろしくお願いします。
・石崎勇吾　杉岡様、小林様、本日はよろしくお願い致します。
・佐藤周一　旧友と会えたことと、スリーピングのおわびです。

ニコニコ BOX 集計報告
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本　日　　前回まで　　累　計

　卓　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際ロータリー 第 2780 地区 ガバナー　杉岡　芳樹　様

皆さんこんにちは。
2019-2020 年度　第 2780 地区ガバナーの杉岡芳樹と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。
本日の卓話を 4つの項目に沿ってお話させていただきたいと思っておりますので、よろし
くお願いいたします。

〇今年度の 2019-2020 年度　RI 会長テーマ及び会長方針
　今年度の RI 会長は、マーク・ダニエル・マローニー
　法律事務所の社長で、米国弁護士協会、アラバマ州弁護士協会、アラバマ州法律協会の
　会員となっています。
　1980年に25歳でロータリークラブへ入会し、30歳でクラブ会長、34歳でガバナーになり、RI会長に至っています。
　
　マローニー会長は 4つの活動の指針である協調事項を掲げています。
　①ロータリーを成長させる
　②家族の重要性を強調
　③内部組織の改革
　④国連とのパートナーシップ
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〇ビジョン声明
「私たちは、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、人々が手を取り合っ
て行動する世界を目指しています。

〇新しいロータリー戦略
ロータリーは、ポリオ根絶まであと少しのところまで来ています。
さらに多くの人の結束を促し、活動のインパクトを高め、世界に変化をもたらしていくための新たなビジョン実現に
向けて、行動を起こさなければなりません。
国際ロータリーとロータリー財団のビジョンを達成するため、今後 5年間の活動を方向付ける 4つの優先事項が定め
られました。
　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

〇2019-20 年度地区方針
「1クラブ 1奉仕プロジェクトを！」

①RI 会長テーマおよび強調事項の推進
②RI ロータリー賞への積極的なチャレンジ
③新しい戦略計画の推進
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、またローターアクト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、ローターアクトへの支援および協力の強化
　　☆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育成（RYLA の実施）
 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の策定を奨励します。
　　　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たてていただきたい。
⑦奉仕活動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
　　・恒久基金　　　1,000 ドル以上 /1 クラブ
　　・ポリオ寄付　　40ドル以上 /1 名
⑧米山奨学会寄付
　　・20,000 円以上 /１名
⑨公共イメージに向けて
　　・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。
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