
◇ 国際ロータリー会長

Wilfrid J.Wilkinson ｳｨﾙﾌﾘｯﾄﾞJ.ｳｲﾙｷﾝｿﾝ

（ｶﾅﾀﾞ.ﾄﾚﾝﾄンRC)

◇ 国際ロータリー第2780地区ガバナー

小佐野 圭 三 (横須賀RC)

◇ 国際ロータリー第2780地区第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 渡 辺 治 夫 (横須賀RC)

◇ 三浦ロータリークラブ

会 長 鈴 木 正 孝

副会長 吉 田 重 穂

会長ﾉﾐﾆｰ 鈴 木 康 仁

幹 事 芹 川 直 行

◇ 会報.雑誌 .IT委員会

委員長 加 藤 文 幸

副委員長 内 騰 隆 之

委 員 星 野 雄

◇ 例会日 毎 週 木曜日１２ 時３０ 分点鐘

◇ 例会場 三浦商工会議 ３ 階 ホール

◇ 例会場所＆事務所住所
〒238-0243三浦市三崎2丁目22番16号

◇ Tel 046(881)5111 * Fax 046(881)3346

◇ Website * http://www.miura-rc.jp

◇ 点 鐘 １２時３０分

◇ 国歌斉唱

◇ ロータリーソング『奉仕の理想』

◇ 四つのテスト唱和

◇ ゲスト・ビジター紹介

第一グループガバナー補佐 渡辺 治夫 様

第一グループガバナー補佐付幹事 加藤 元章 様

◇ 鈴木正孝会長

皆様こんにちは。本日はガバナー

補佐訪問のため、渡辺ガバナー補

佐と加藤ガバナー補佐付き幹事に

三浦までお出で頂きました。あり

がとうございます。後ほどお話を

よろしくお願いいたします。

前回例会では職場見学で三浦消

防署を見学いたしました。私の職場のすぐ側にありま

すが署内の見学は初めてでした。１１９番のデモンス

トレーションをしていただきましたが、その対応のス

ピードや瞬時に現場の位置確認のできるシステム・機

会などは大変興味深く拝見しました。消防車・救急車

の設備、また伊勢原から三浦まで１５分、三浦から横

浜市大まで５分で患者を搬送できるドクターヘリのス

ピードには大変驚かされました。お忙しい中、丁寧に

説明して下さった消防署の方々に感謝申し上げます。

先日、継続事業の芋掘りに対しての補助金申請をい

たしましたが、以前一度補助金が出ていたので今回は

三浦に対しては出ないことが決まりました。継続事業

なので今後申請をだすかどうか検討すべきだと思いま

す。では、渡辺ガバナー補佐宜しくお願いいたします。

◇ 芹川直行幹事

※お誕生日お祝い

川名健一会員（大正１５年１１月 ８日）

相澤静夫会員（昭和１０年１１月 ９日）

藤田正美会員（昭和３３年１１月１１日）

菊池正明会員（昭和２５年１１月 ９日）
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※結婚記念日お祝い

川名健一会員（昭和２８年１１月２５日）

葉山達郎会員（昭和３６年１１月１３日）

川﨑 昇会員（昭和４７年１１月１９日）

相澤静夫会員（昭和３４年１１月 ２日）

鈴木康仁会員（昭和４４年１１月２４日）

内騰隆之会員（平成１０年１１月 １日）

菊池正明会員（昭和５２年１１月 ３日）

※2006～2007年度地区報告書

※ロータリーの友

※数樂と邦楽のｺﾝｻｰﾄ開催のご案内 横須賀南ＲＣ

※例会のお知らせ 横須賀・横須賀南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

※ＲＯＴＡＲＹ ＷＯＲＬＤ

※三浦商工会議所水産商工講演会

『三崎港まぐろの有効なブランド戦略』

◇ 岩野 整委員長

会員総数３１名 本日出席１０名

本日欠席１８名 出席率３５．７

％となります。

◇ 本山 誠会員

川名健一 6,000円 お誕生日お祝い・結婚記念日お

祝いのお礼。

相澤静夫 6,000円 お誕生日お祝い・結婚記念日お

祝いのお礼。早退のお詫び。

星野 雄 1,000円 ガバナー補佐渡辺様、補佐付幹

事加藤様、ようこそ三浦クラブへ。御指導よろしくお

願い致します。前回欠席のお詫び。

秋本清道 1,000円 ガバナー補佐、お役目御苦労様

です。

芹川直行 1,000円 渡辺ガバナー補佐、三浦クラブ

へようこそ。よろしくお願いいたします。

鈴木正孝 1,000円 渡辺ガバナー補佐、ようこそ三

浦へ。今日はよろしくお願いいたします。

ガバナー補佐付幹事

加藤元章様 1,000円 本日はよろしくお願い申し上

げます。

ガバナー補佐

渡辺治夫様 1,000円 本日は卓話よろしくお願い致

します。

星野 雄 3,000円 財団BOX

星野 雄 3,000円 ポリオ撲滅BOX

星野 雄 3,000円 米山財団BOX

本 日 前回迄 累 計

ニコニコ 18,000円 185,000円 203,000円

財 団 3,000円 45,000円 48,000円

ポ リ オ 3,000円 17,000円 20,000円

米 山 3,000円 40,000円 43,000円

周 年 0円 10,000円 10,000円

計 27,000円 297,000円 324,000円

◇ 笠倉会員拡大委員長

相変わらず、苦戦しています。前回の

話しの流れから途中経過を報告いたし

ます。会長にはEメール等で報告をし

ておりますが、今年の重点的なアクショ

ンとしてＪＣのＯＢにコンタクトして

いこうという事でシニア会員の名簿の

中からＥメールアドレスのある人が数

名いるので勧誘の文章を送りました。それだけでは弱

いので、先日、山立水産の立川さんに会いました。好

青年でしたが、すぐに回答は頂けませんでした。他の

団体からも勧誘があり、どちらにはいっても不公平な

感じで、もうひと押しだなと言う感じですね。あとは

脇野造船さん、今新工場を建てているところで忙しく、

もう少し待ってくれとの事でした。土田成明さんと一

緒なら１～２年後に入りたいとか言っておられました。

あと２名ほどの方とコンタクトを取って会うつもりで

すが、私も青年会議所を卒業して２２年ですから、年

令的な隔たりがあり面識がないので、また、シニア会

の会員の方もおられますし、ぜひとも、増強目標の３

名を確保したいと思っています。

◇ 渡辺ガバナー補佐

本日は、貴重なお時間を頂

きましてありがとうございま

す。本年度第一グループのガ

バナー補佐を務めさせていた

だいております、横須賀ロー

タリークラブの渡辺でござい

ます。微力ではございますが、皆様のご理解、ご指導

をいただきたくどうぞよろしくお願い申し上げます。

三浦ロータリークラブの皆様は、創立４６年の歴史

を持ち、地域密着で素晴らしい活動をされていると伺っ

ております。２１年目を迎える事業となる、障害者の

方々を招いての「芋掘り」は、大変に好評で、毎年、

地元の高校生や地域の皆さんも大勢参加していただく

など、地域から高い評価を得ていらっしゃいます。ま

た、三浦市とは姉妹都市であるオーストラリアの「ウ

ヲーナンプール市」との交換派遣生徒への支援をされ、

その生徒の素晴らしい体験報告を聞くなど、有意義な

活動をされていることを伺いました。本日は、皆様の

クラブにお邪魔して、皆様と接することで、私自身が

勉強をさせていただきたいと存じますので、どうぞよ
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ろしくお願い申し上げます。

まず、はじめに、ウィルフリッド・Ｊ．ウィルキンソンＲ

Ｉ会長のプロフィールを簡単に申し上げます。

公認会計士を引退したウィルフリッド・Ｊ．ウィルキンソ

ン氏は、ウィルキンソン・アンド・カンパニーの設立者です。

１９６２年以来のロータリークラブ会員で、カナダ、オンタ

リオ州トレントンロータリークラブのメンバーで会長を歴任

されています。ウィルキンソンＲＩ会長は、インドの「はし

か免疫プロジェクト」へ、ロータリー・ボランティアとして

参加し、大いに貢献されました。ＲＩの副会長、理事、ロー

タリー財団管理委員、地区ガバナー、国際協議会討議リーダー

などを歴任し、最近では２００５年シカゴ国際大会の大会議

長やアフガニスタン避難民救援プロジェクトの副委員長も務

められました。さらに、ポリオ・プラス委員会の委員として、

ポリオ根絶のため貢献をされて来た方です。

小佐野圭三ガバナーにつきましても、プロフィールを簡単

に申し上げます。小佐野圭三ガバナーは、不動産賃貸業を営

まれており、１９８６年に横須賀ロータリークラブに入会さ

れました。１９９４年から１９９５年の幹事２００２年から

２００３年に同クラブの会長を務められております。地区で

は地区副幹事・ＧＳＥチーム団長（ガバナー代理）、研究グ

ループ交換委員長、第一グループガバナー補佐、地区ＲＩプ

ログラム国際奉仕委員会委員長、地区新世代奉仕委員会委員

長、地区ガバナー・ノミニー等を歴任され、それぞれの任務

に誠心誠意ご努力をされロータリー活動に貢献されてこられ

た方です。ポール・ハリス・フェロー、マルチプルフェロー、

米山功労者でもあります。

私は１９８７年の入会ですが、４年目の１９９０～１９９

１年度、小佐野様はＳＡＡを務められ、そのとき私は副ＳＡ

Ａさせていただき、小佐野様にいろいろとご指導いただき、

お世話になりました。

小佐野ガバナーとかけて、何ととく・・・

小佐野ガバナーとかけまして「剣道」と、ときます。

その心は「面・胴・こて・突き」でありまして、面倒見がよ

く、いつも（肯定的）で（鼓笛＝「こてき」のように打てば

響き、）そして付き合いが良い方でございます。

また、大変に知識の引き出しの多い方でございまして、ガバ

ナー公式訪問の際にも、その場、そのクラブに合った、大変

に興味深いお話をされる方でございます。ですから、その都

度違ったお話をうかがえますので、機会があるごとに、今回

はどんなお話が聞けるのか楽しみです。ロータリアンの素晴

らしい先輩として、お手本にさせていただき、尊敬をしてい

る方です。

さて、それでは、本年度小佐野ガバナーの当地区の方針を

お伝えしてまいります。

まず、ＲＩ本年度のテーマですが、テーマを発表する前に、

ウィルキンソンＲＩ会長は、サンディエゴでの国際協議会で

「ロータリーというのは平凡な人間を非凡な人間にするとい

うマジックを持っている組織であり、カナダの一公認会計士

がロータリーの会員になることによって、はじめは到底成し

えない大きな奉仕活動も多くのロータリアンの方々との実践

により、その成果が素晴らしいものとなった。」と話されま

した。そして、本年度のテーマとして示したのが「ロータリー

は分かち合いの心（ＲＯＴＡＲＹ ＳＨＡＲＥＳ）」です。

それを受けまして小佐野ガバナーは、このテーマについて述

べられ、当地区の方針を打ち出されました。テーマである

「ロータリーは分かち合いの心」には２つの意味があると小

佐野ガバナーは述べられています。・１つは、「一個人とし

ては成しえない大きなことを、ロータリーの組織を使って行

う」という意味。・もう１つは、「ロータリーにたくさんの

人を入れて、世界中に奉仕の心を芽生えさせる」という意味

です。当地区におきましても、この「ロータリーは分かち合

いの心」のテーマの下、その奉仕の精神をロータリアン、地

区の皆様、世界中の人々と分かち合い行動することを目標に

掲げ、それを実現するため本年度の当地区の具体的方針につ

いて５つ申し上げますので、ご理解、ご協力をよろしくお願

い致します。

その五つとは、①「ＣＬＰ」の導入 ②会員の増強 ③財

団地区補助金の活用 ④ロータリー財団・米山奨学生への寄

付 ⑤前年度奉仕活動の継続

①効果的クラブの運営のための「ＣＬＰ」です。２７８０

地区における、導入経緯や現在の導入状況について説明申し

上げますのでお聞き下さい。２００２～２００３年度から、

この地区はＤＬＰ・ＣＬＰを導入しました。これは、その地

区を、いかに効率良く運営して行くかというものですが、残

念ながら導入したのはガバナー補佐制度だけです。地区組織

はそのままで、今の時代にそぐわなくなってきています。今

年度から本格的に導入してまいります。地区が率先垂範して

「ＣＬＰ」を推進して行くために、７つの委員会を設置させ

て頂きました。地区クラブ管理運営委員会・地区広報委員会・

地区会員増強退会防止委員会・地区奉仕プロジェクト委員会・

地区新世代育成委員会・地区Ｒ財団委員会・地区米山奨学委

員会です。

世界のクラブの会員数平均は３７名です。日本のクラブの

会員数平均は４３名となっています。世界的にクラブ数は増

え、会員数も増えています。会員数を減らしているのは、日

本、北米、南米であり、増やしているのは、インド、ヨーロッ

パ、東欧、韓国です。しかし、１クラブの平均は３７名で、

１クラブ当たりの会員数は小さくなっているのが現状です。

これに合わせたクラブの運営がＣＬＰです。効果的なクラブ

とは、会員の維持をし易く、１人の会員がたくさんの委員会

に所属するのではなく、効率的な委員会を作って、そこに所

属し、合理的なクラブ運営にして行ってほしいということな

のです。

②会員の増強 ウィルキンソンＲＩ会長は、世界中のあら

ゆるニーズに応えるためには、より多くのロータリー精神を

持った会員の協力が必要であるという観点から会員増強を強

く訴えています。世界で１２２万人の会員がいますが、北米・

南米・日本の地域だけが会員減少傾向にあるそうです。地区

の会員数現状は、昨年度７月１日時点で２，４９５名であり

ましたが、今年度７月１日時点では２，４３９名と減少して

います。地区には７１クラブがありますが、その内２３クラ

ブが会員増です。一番増えているクラブが純増６名で、小田

原、秦野、相模原です。１１クラブは現状維持で、その他の

クラブが会員を減らしているクラブです。ここで皆様にお願

いですが、予算は減少する前の会員数で組んでおり、減少分

はそのまま予算ショートになり、補うためには減少した会員

数の二倍を増やさなければいけません。小佐野ガバナーも、

会員増強の必要性を述べ、そしてウィルキンソンＲＩ会長の

訴えに応えて「第２７８０地区は会員１００名を増やす（純
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増）」計画を立てました。ついては、会員が４０名以

上のクラブには、２名以上の純増を、それ以外のクラ

ブは１名以上の純増をお願い致します。小佐野ガバナー

もおっしゃっていますが、ご自分の体験からいかに素

晴らしい事があったのかを話し、熱心に誘うことが一

番です。また、「入会すれば分かるから」と、ロータ

リーを十分に理解しない内に入れてしまうのと、良く

理解していただき入会してもらうのでは、その方のロー

タリーに対する価値観がまったく違ってきます。是非、

熱心に勧め、理解していただき入会していただくよう

働きかけて下さい。このことは、退会防止にもつなが

ります。

③財団地区補助金申請については、今年度３１のク

ラブから申請がありました。そして、もう締め切りと

なっております。１８日の選考会で既に１３クラブが

決まっているものと思いますが、まだ発表されていな

い状態でございます。今後とも、ロータリー活動を地

域の皆様に認識していただくためにも、財団地区補助

金を利用して頂きたいと思います。地域のニーズに取

り組み、地域に根ざした、奉仕プロジェクトの実施を

お願いします。そしてそのことを地域一般の皆様にＰ

Ｒし、知っていただくことによって、結果会員になっ

ていただけるのだと思います。

④ロータリー財団へは、１８０ドル以上（円換算で

約２０，６００円以上）米山奨学生には２万円以上を

お願いしております。※ロータリー財団への寄付が何

故一人当たり「１８０ドル以上」（円換算で約２０，

６００円以上）を目標としているのか申し上げます。

皆さんの年次寄付と恒久基金の利息の５０％が３年後

にＤＤＦ（地区財団活動資金）として活用でき、その

配分を地区で決定します。当地区は毎年、国際親善奨

学生を平均５名送り出したいと考えております。また、

地域社会への活発な奉仕活動を推進するために地区補

助金に使います（次年度２万ドル（円換算で２２９万

円））。その他世界平和フェローシップに５万ドル

（円換算で７２２万円）を寄贈しています。それらを

まかなうために、お1人当たり１８０ドル以上の寄付

が必要になります。また、米山奨学生への一人当たり

の寄付金額の２万円以上ですが、毎年３０名の奨学生

を受け入れるために、お一人当たり２万円以上の寄付

が必要になるのです。どうか両方への寄付をよろしく

お願い申し上げます。これは、紛争のない世界の実現

に向け、世界理解、世界平和のための人材育成の実現

になくてはならないものです。・ローターアクト・イ

ンターアクト・国際親善奨学生・世界平和フェロー・

米山奨学生・青少年交換留学生・ＧＳＥ それらの活

動のためにもよろしくお願い申し上げます。ロータリー

財団と米山奨学生あわせて、年間約４万円、割り返す

と、一ヶ月間に３，３００円になります。今、一般的

なスナックで、焼酎「いいちこ」のボトルを入れると、

３，０００～４，０００円が相場です。水や、ウーロ

ン茶、緑茶、お湯などで割って飲まれる方が多いでしょ

うが、健康のためにも少し薄めに作っていただきまし

て、一年間で「いいちこ」一本のボトルキープを減ら

していただければ、捻出できる金額でございます。是

非、お願い申し上げます。

３年前 財団奨学生３名で立ち上げたクラブがあり

ます。彼らがクラブを作った動機の一つに、奨学生と

して恩恵を得た、恩返しでクラブを通して財団に返し

て行きたいというものです。彼らは、数多くのチャリ

ティーコンサートを開き、それを実行しています。小

佐野ガバナーは二宮尊徳の言葉を引用してロータリー

精神を説きました。その言葉は「経済の伴わない道徳

は寝言。道徳の伴わない経済は罪悪である」というも

のですが、私もこの言葉に感銘を受け、ロータリーの

精神に通じると思います。

⑤ロータリーは単年制度ですが、その奉仕活動の内

容や状況においては継続性も必要と思われます。協調

事項については、ビルボイド会長年度からそのまま引

き継ぎます。水保全・識字率の向上・保健、飢餓追放・

ロータリー家族等でございます。しかし、これらの多

くは現在の日本では問題としてあまり意識がありませ

ん。しかし視野を広げ、角度を変えて見ればいろいろ

な問題が見えてまいります。

以上が当地区の本年度の５つの方針です。

ウィルキンソンＲＩ会長の示されたテーマの下、そ

して小佐野ガバナーの方針に沿って、本年度会員各位

のご協力をお願い申し上げます。

昨年１２月末現在での公式発表ですが、全世界には、

５３２地区、日本には３４地区あります。その中で２

７８０地区は大変ユニークな地区と言えます。国際ロー

タリーには、今１６８ヶ国、ＲＩ理事会は、会長、副

会長、会長エレクト、事務総長と１５名の理事の方で

成り立っています。また任期は２年となっています。

その理事の中に、２７８０地区には、蔵並元ＲＩ理事

がおられ、さらに今年度の小沢ＲＩ理事がいらっしゃ

るのです。また、３人しかいないＲＩ研修リーダーの、

その一人が松宮パストガバナーであります。神崎パス

トガバナーは日本の「ロータリーの友」の委員長です

し、河本パストガバナーはポリオプラスパートナーゾー

ンコーディネーターです。さらに、大口寄付コーディ

ネーターを後藤パストガバナーが務めておいでです。

このような地区は世界でも例がございません。であれ

ばこそ、他の国、他の地区には負けない様活動して行

きたいと思っています。

結びに、小佐野ガバナー年度の活動が素晴らしい成

果となりますよう、皆様のご協力を重ねてお願い申し

上げます。ご清聴ありがとうございました。
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渡辺ガバナー補佐ありがとうございました。大変分

かりやすくお話頂きました。その中でも寄付について

も力強くご説明頂きまして、さすがしっかりとしたガ

バナー補佐だと思いました。そして小佐野ガバナーに

関してのお話で、ガバナーの人となりをよく知ること

ができました。面倒見がよくプラス志向、お酒が飲め

ないのにすごく付き合いが良いなど素晴らしい方だと

わかりました。ほとんど私と正反対です。今度のガバ

ナー公式訪問での小佐野ガバナーのお話すごく楽しみ

にしております。そしてそのお話を聴いて私のマイナ

ス志向が少しでもプラスに転じれば幸いだと願ってお

ります。では、次回の公式訪問宜しくお願い致します。

本日はありがとうございました。

編集雑記 今回の週報は総て事務局の山田 香さんの

編集です。委員長はサボリの罰金刑！ F.kato


