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2015 年 6 月 11 日　第 2606 回 例会
◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング 『我らのなりわい』

◇　ゲスト ・ ビジター紹介

◇ 国際ロータリー会長

　　　　　ゲイリー C.K. ホアン（台北 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー

　　　　　渡辺　治夫（横須賀 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1グループ

　　　　　ガバナー補佐　鈴木　康仁

◇ 三浦ロータリークラブ

　　　　　　　　会　　長：鈴木　正孝

　　　　　　　　副 会 長：土田　成明

　　　　　　　　幹　　事：芹川　直行

◇ 公共イメージ委員会 

　　　　　　　　委 員 長：大石　精一

　　　　　　　　副委員長：木村　謙蔵

　　　　　　　　委　　員：長瀬　六朗

◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘

◇ 例会場　三浦商工会議所 3階ホール

　　　　　 〒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
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＊R 財団マルチブルフェローピン授与　松崎貞男会員

＊５月まで会員出席率

＊米山奨学会　クリーンキャンペーン開催案内

＊横須賀西 RC　例会場移転通

　　７月より「かながわ信用金庫栄町支店２階会議室」

＊７月例会案内　　横須賀 RC, 横須賀西 RC

＊週報　横須賀南西 RC

＊三浦海岸納涼まつり花火大会協賛依頼

 幹事報告　　　　　　　　　　　芹川 直行 幹事　　

 出席報告　　　　　　　　　　　吉野　哲 会員
・会員総数：26 名

  本日出席：10 名　欠席：15 名

　出席率 40%

・MAKE UP

　 鈴木正孝、鈴木？？、鈴木康仁、芹川直行

　 星野　雄、菊池　恵、高木　巌、笠倉正弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（理事会）

　 藍田和雄、吉野　哲、草野昌幸（SAA 打合せ 2回）

により、出席率は 92％となります。

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　吉野　哲 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 2,000 円    434,000 円 436,000 円
財      団 0 円    84,000 円 105,000 円
ポ  リ  オ 0 円   36,000 円 37,000 円
米　　山 0 円   61,500 円 83,500 円
周　　年 0 円   2,000 円 2,000 円
　 計 2,000 円   661,500 円 663,500 円

・鈴木康仁　ガバナー補佐のお努めもあと 3回となりま

　した。やっと楽になります。

・星野　雄　本日、年間回顧致します。会員増強ご協力

　ありがとうございました。次年度もよろしく。
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● 親睦委員会　　　　　秋本　清道 委員長
　＜さよなら例会について＞

 委員長報告

● 鈴木康仁会員
　入会 20年近くと年数だけ田舎者
ロータリアンにガバナー補佐という
大役をご指名頂きクラブの皆さんの
承認と期待を受け 18ヶ月に向かっ
てスタート致しました、まず最初に
チャレンジしたのが新しいロータ
リー用語「ロータリーセントラル」
でした、事務局にお手伝いをお願い
しログインできました、未来の夢計画・公共イメージ
等各種セミナーや補佐としての研修会もいろいろあり
無我夢中でした。9月に入りますと補佐訪問の始まり
です、第一グループは 5クラブですが地区最大の人数
を誇る横須賀 RCがあり会員の皆さんがやさしく迎え
てくれてハラハラ・ドキドキだったことを思い出しま
す、ガバナー公式訪問では渡辺ガバナーの素晴らしい
活力あふれた熱弁とユーモアたっぷりでどこのクラブ
へ訪問しても大好評・大拍手でした、又、三役会では
地区の報告事項やガバナーの指示事項和やかな雰囲気
でお伝えする事ができたかな？と思います、最後に地
区役員の皆様、各クラブの三役の方々、そしてお仲間
にさせて頂いた 8名の補佐の皆さん、又、私に貴重な
機会を与えて頂いた、「渡辺治夫ガバナー」に心より
感謝申し上げます、ありがとうございました。　
● 財団委員会　　松崎 貞男 委員長
　財団資金の目標は一人 200＄で
ございましたが、当クラブは 5月
20日現在＄64.63（一人平均）で
ございました。私の力不足のため、
目標には遥かに遠い数字でございま
した。
　そして更にベネファクターを一人
以上出すことを目標に入れてありま
したが実行出来ず申し訳なく思って
おります。当クラブには芹川幹事と笠倉会員の二人が
既にベネファクター教会に登録されております。ベネ
ファクターは＄1000 財団に寄付した会員のことでご
ざいます。
　財団の使命の一つにロータリー財団奨学金制度がご
ざいます。これは民間では最大の奨学金制度であり、
当クラブでは 1982 年、奨学生として崎しのぶさんが
メキシコの大学院へ。1993 年には上村美輪子さんｇ
ニューヨーク州立大学へ。1996 年には古谷智生さん
がミラノ音楽院へ、それぞれ奨学生として留学され、
帰国後は社会人として各所で活躍しております。

● 親睦委員会　　秋本 清道 委員長
8 月 8日　納涼夜間例会
　例年、三浦海岸花火例会でしたが
　会場の都合で変更。横浜港ナイト
　クルーズを行いました。19名の
　参加でしたが、楽しんで頂けたの
　かと思います。
9月 9日　南西との合同例会、マホ
　ロバで行いました。ジャンケン大
　会で景品の争奪をしました。毎年
　思っていることですが、ただ一杯飲むのも良いので
　すが、何かテーマを持って行えないかなと思ってい
　ます。
12月 18日　クリスマス家族会
　マホロバの最上階で行いました。60名ほどの参加
　でしたが、部屋がとても広かったのでもっと大人数
　でも大丈夫です。
3月 26日　夜間例会
　例年お花見例会と銘打って行っていますが、豊魚亭
　で庭を見ながらの実施でした。
6月 25日　さよなら例会
　立花で行います。多くの参加をお願いします。

　今年度は緊縮財政で参加者実費負担にさせて頂きま
したが、須坂 RCが来崎したり、出費が当初予算より
多くなりました。
　残すは 25日のさよなら例会です。役員の皆さんの
慰労となりますので、多くのご参加をお願いします。
楽しくやりたいと思います。

● 会員増強委員会　　星野　雄 委員長
　1昨年、私が会長をさせていただ
いた時に 4名の会員の退会が有り
（1名は亡くなられた）、その年度内
に 2名の入会を得て都合 2名減で
スタートした。新たに岩野、菱沼の
両新会員の入会を得て 26名に戻っ
た。青年会議所（JC）理事長や商
工会議所青年部部長などにも繋がり
をと思い声をかけたがなかなか身を
結ばなかったようだ。やはり３０名できれば３５名位
はいないと例会も寂しくパワーも感じにくい。今年こ
そ大増員を目指して頑張りましょう。
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＜費用負担について＞

　地区から （９月・２月） に助成金の支給年額９０万円。

内訳は内訳は学費、 教材費、 通学費、 ケイチデンワ、

ぱそこん代など。 制服代、修学旅行費、ホストファミリー

への食費補助。 お小遣い10,000.-などに使われます。

学生の負担は、 往復の運賃、 留学生保険 （１２万円）

自分のブレザー、 派遣先での旅行費用など。

　年間９０万円では少ないかも。

＜今後の課題＞

　ロータリークラブ会員の高齢化、 会員数の減少や地

区予算の減少などの理由で、 青少年交換プログラムの

縮小を唱えるクラブがある。 １年間のお世話は大変であ

る。 山陰や東北の地区では、 派遣させたい優秀な学

生はいるが、 （田舎なので） 交換に応じてくれる相手国

がなく、 プログラムが成立しない所もある。

　例えば、 ２７８０地区では毎年３０人以上の応募者の

中から優秀な学生を選んで、 帰国後も ROTEX として

活動している。 他地区から見たらうらやましいと言って

いました。

　グローバルな視野と人脈を持つ一人でも多く世に出し

ていかれるように、 皆様のご理解とご協力をお願いしま

す。
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