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2015 年 10 月 25 日　第 2622 回例会／ 10 月 29 日　第 2623 回例会

2015 年 10 月 29 日　第 2623 回 例会
◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　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 2780 地区ガバナー　　　　　田中賢三 様

　　　第 1 グループガバナー補佐　　岡　昌憲 様

◇ 国際ロータリー会長
　　　K.R.″ラビ” ラビンドラン（COLOMBO RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　田中　賢三（茅ヶ崎 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　岡　昌憲（横須賀 RC)
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓星野　　雄
　　　副 会 長︓松崎　貞男
　　　幹　　事︓鈴木　正孝
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓笠倉　正弘
　　　副委員長︓藤　喜代司
　　　委　　員︓長瀬　六朗　　奥山　浩司
◇ 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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　本日は公式訪問という事で田中ガ
バナー、岡ガバナー補佐においで頂
いております。よろしくご指導下さ
い。会長 3回目とはいえ公式訪問
ですとやはり通常の例会よりはるか
に緊張しております。先日の地区大
会でガバナーが「公式訪問が残り 6
クラブ」と言っておられたので「あ
あその中にうちのクラブも入っているんだな」と思い
ました。すでに 59クラブが済んでいるという事は今
日のお話も多くの他クラブの訪問を生かされたよりき
めの細かい貴重なものとなると思いそのように心して
承りたいと思います。午前中三浦の三役との懇談で当
クラブの実情をお話ししガバナーからは、現在の組織
表を見直し組織に会員を当てはめるのではなくまず会
員が有りそれに組織を当てはめるに改良してはどう
か、若い世代が少ないので絶えず開拓を、地区のセミ
ナーも会員からの意見を取り入れ変えている、等をお
話し頂きました。先週 22日は地区大会の振替で当ク
ラブは休会でしたが横須賀西クラブで三役会があり出
席してきました。その例会の卓話が 9月 24日に三浦
で例会の卓話をされた神奈川 2780 ロータリー Eクラ
ブで渡辺会長、相澤さん、松島さんの 3名で来ておら
れました。会員の義務である「ロータリーの友」の購
読はまずネットの電子版を読み後日製本版をもらうと
の事でした。24日の地区大会は午後から会長幹事会
に引き続き、芹川会員参加の指導者育成セミナーを経
て RI 会長代理（田中作次氏）の歓迎晩餐会と楽しま
せて頂きました。翌 25日は三浦は昨年第 1グループ
と地区からの応援でエンドポリオのキャンペーンを
行った三崎みなと町祭りが行われ、横須賀は神輿パ
レードと、ミスインターナショナルとの昼食会が行わ
れましたがそれには出ず横須賀南西クラブさんのバス
に同乗させて頂き三崎口を 9時に出発茅ヶ崎市民文化
会館の地区大会に参加いたしました。帰りは数年前の
マノンのように今回南西が受け持っているフランスか
らの交換学生クラウディアと一緒でした。　

 会長報告　　星野　雄　会長　　
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 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員
・会員総数：25名
   　本日出席：15名　欠席：9名
　　出席率 62.5%
・MAKE UP
　　奥山浩司（南西 RC訪問 1回）
　　星野　雄、高木　巌、鈴木正孝、鈴木康仁
　　　　　　　　　　　　（南西 RC訪問他 1回）
　により、出席率は 100％となります。
 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員

ニコニコ BOX 集計報告
 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 12,000 円    120,000 円 132,000 円
財      団 3,000 円   31,000 円 34,000 円
ポ  リ  オ 2,000 円   9,000 円 11,000 円
米　　山 3,000 円   41,000 円 44,000 円
周　　年 1,000 円   2,000 円 3,000 円
　 計 21,000 円   203,000 円 224,000 円

・RI2780 地区ガバナー　田中賢三様
　本日は岡ガバナー補佐ともによろしくお願い致しま
　す。皆様にお会いするのを楽しみにしておりました。
・第 1グループガバナー補佐　岡　昌憲様
　ガバナー公式訪問に同行しました。よろしくお願い申
　し上げます。
・星野　雄　田中ガバナー、本日ご指導よろしくお願
　い致します。
・松崎貞男　田中ガバナー、岡ガバナー補佐、ようこ
　そ三浦へ。よろしく御指導お願いいたします。
・鈴木正孝　田中ガバナー、岡ガバナー補佐、本日は
　よろしくお願いします。
・高木　巌　田中ガバナー、岡ガバナー補佐、ようこ
　そおいでいただきました。
・芹川直行　岡ガバナー補佐、ご苦労様です。
・鈴木康仁　田中ガバナー、三浦へようこそ。

● 社会奉仕委員会
　＜芋ほり例会について＞　　鈴木康仁 委員長
●「 ロータリーの友」誌 表紙
　　チャッキラコ写真掲載について
　　　　　　　　　　　　　　　秋本清道会員

・ロータリーの友
・地区大会お礼
・ソウル国際大会参加予定者報告依頼
・第１G　第５回三役会開催案内、前回三役会議事録
・地区協議会報告書
・関東・東北豪雨災害義捐金について協力時報告のお願い
・11月 RI レート　1＄＝120 円　
・11月例会案内　　横須賀南西 RC
・週報　横須賀北 RC、横須賀西 RC、鎌倉中央 RC、　
　　　  当クラブ週報校正用
・横須賀地方隊自衛隊記念行事開催案内
・社会を明るくする運動三浦地区推進委員会開催案内

 幹事報告

田中賢三ガバナー

1944 年生まれ 71歳
職業　日本精麦株式会社　代表取締役
職業分類　精麦製造販売
所属クラブ　茅ヶ崎ロータリークラブ
公職　茅ヶ崎商工会議所名誉会頭
一般社団法人茅ヶ崎市観光協会会長
ロータリー歴　1989 年茅ヶ崎ロータリークラブ入会、
2003 年～ 4年茅ヶ崎ロータリークラブ会長、地区副
幹事、ロータリーの友地区代表委員、GSE の団長、
酒、タバコ、ゴルフはしない、趣味は早朝ジョギング
と絵画、こう言うとガチガチの堅物を連想しますが決
してそうではなくユーモアに富んだ素晴らしいガバ
ナー。
地区のテーマ「もっと役に立つもっと面白いロータ
リー」ですが、ご本人が「もっと面白い」の先陣を走っ
ていらっしゃいます。

　本日はよろしくお願いいたします。
・鈴木康仁　本日はガバナー公式訪問、遠路大変ごく
　ろうさまです。ガバナー補佐と共にご指導よろしく
　お願い致します。
・秋本清道　田中ガバナーようこそ。ご苦労様です。
　本日、保健所関係の表彰の為、例会終了後退席させ
　て頂きます。
・菊池　恵　田中ガバナー、岡ガバナー補佐、ようこ
　そ三浦 RCへ。よろしくお願い致します。
・奥山浩司　田中ガバナーようこそ三浦へ。
　本日はよろしくお願い致します。　　　

2622.3-3

 卓話　　　　　　　　　　　田中賢三 ガバナー
卓話に先立ち自称？本
人テーマ曲「若者よ」（若
者よ体を鍛えてお
け・・・）を伴奏なし
で歌う。現代人の年齢
は昔の人の７がけです。
酒タバコは３０代でや
めました種田山頭火の
話、三浦クラブ５５周年の節目で３０名を目指す事。
増強活動はすればするほど成果が上がる。社会奉仕活
動で芋掘りを３０年も続けている事、今年の IMで東
京大学臨海実験所の先生のお話も参考になりましたが
他グループの参考になるような非常に簡素化された
IMで良かった。地区もクラブも簡素化に向かってい
くべきだ。米山や財団の寄付は前年実績を勘案しなが
ら前年より多少でも上回るように、でも無理はしない
ように。増強という言葉はあまり好きではない、外に
出たらロータリー活動の「普及活動」と思っている。
ラビンドラン会長のテーマの「ギフト」とは「健康」、
「体」、「知恵」、「高い教養（私は中ぐらいか）、低い腰
（腰はとても低い）」「天職」、「職業」、これだけではだ
め「浄財」忘れてならないのが「気持ちを添える」世
界の最小構成単位は人、次が家族、次が事業、社員、
その余力が社会奉仕、国際奉仕になる。アフリカの山
奥へ行くのも芋掘りやるのも価値尊さは変わらない、
自分の塀から出た奉仕は尊いものです、それが世界へ
のプレゼントになろうという私の拡大解釈です。4の
テストも素晴らしい標語です「真実かどうか」最近の
お客様はわがままになっていますお客様を説得するに
「真実かどうか」を頭におけば説得できます。ロータ

リは優れた人の集まりですクラブ、地区、国際的にも
素晴らしい人がたくさんいて教えられる事が多い。
色々な会合に出て見習うことができる。積極的に取り
入れなければダメ。１００の名言より１つの実践です。
「もっと面白いロータリー」について。例会を面白く
するのは大事、協力するのも大事。例会を自分たちで
変える、面白くする、ソングリーダーを立てるだけで
も集中力が違う素人のソングリーダーが良い、３０分
の卓話にはその何十倍も用意して自分の本音を語る、
そうすると聞いている方も為になる、面白くなるこれ
は真剣さです「面白い」の反対は「つまらない」、「つ
まらない」を哲学的に言うと「めんどくさい」めんど
くさがってはなにも面白くはない。協力も大事、旅行
会でもつまらないと言っていないで行く、道も違うし
食事も飲み物も隣の人も違うから積極的に参加すれば
良い事がついてくる、例会に欠席は損です。運は「運
び」と読む、例会行事に来ない人には運は来ないし来
ることは協力でもある。面白いロータリーは自分の気
持ちの中にある。お手元にあるポールハリスの冊子を
プレゼントします。これは 400 ページの本を 15ペー
ジに要約しました。さらに時間のない人は赤い字の所
をお読みください。
ロータリーは奉仕団体ではありません一部分ではそう
ですが、一言で言うと「奉仕する人の集まり」これも
少し中途半端です、「奉仕　に　学ぶ人達の集まり」
これが正解だと思います、奉仕活動をするばかりが能
ではありません、奉仕に学ぶを念頭に、自分自身を高
め自分の家族を幸せにし事業を繁栄に導く事だと思い
ます。

○.・.。.... この後暫時の休憩後、懇談会が持たれた ......・.○

2015 年 10 月 25 日　第 2622 回 例会
地区大会
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◇　四つのテスト唱和

◇　ゲスト ・ ビジター紹介

　　　第 2780 地区ガバナー　　　　　田中賢三 様

　　　第 1 グループガバナー補佐　　岡　昌憲 様

◇ 国際ロータリー会長
　　　K.R.″ラビ” ラビンドラン（COLOMBO RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　田中　賢三（茅ヶ崎 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　岡　昌憲（横須賀 RC)
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓星野　　雄
　　　副 会 長︓松崎　貞男
　　　幹　　事︓鈴木　正孝
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓笠倉　正弘
　　　副委員長︓藤　喜代司
　　　委　　員︓長瀬　六朗　　奥山　浩司
◇ 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
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　本日は公式訪問という事で田中ガ
バナー、岡ガバナー補佐においで頂
いております。よろしくご指導下さ
い。会長 3回目とはいえ公式訪問
ですとやはり通常の例会よりはるか
に緊張しております。先日の地区大
会でガバナーが「公式訪問が残り 6
クラブ」と言っておられたので「あ
あその中にうちのクラブも入っているんだな」と思い
ました。すでに 59クラブが済んでいるという事は今
日のお話も多くの他クラブの訪問を生かされたよりき
めの細かい貴重なものとなると思いそのように心して
承りたいと思います。午前中三浦の三役との懇談で当
クラブの実情をお話ししガバナーからは、現在の組織
表を見直し組織に会員を当てはめるのではなくまず会
員が有りそれに組織を当てはめるに改良してはどう
か、若い世代が少ないので絶えず開拓を、地区のセミ
ナーも会員からの意見を取り入れ変えている、等をお
話し頂きました。先週 22日は地区大会の振替で当ク
ラブは休会でしたが横須賀西クラブで三役会があり出
席してきました。その例会の卓話が 9月 24日に三浦
で例会の卓話をされた神奈川 2780 ロータリー Eクラ
ブで渡辺会長、相澤さん、松島さんの 3名で来ておら
れました。会員の義務である「ロータリーの友」の購
読はまずネットの電子版を読み後日製本版をもらうと
の事でした。24日の地区大会は午後から会長幹事会
に引き続き、芹川会員参加の指導者育成セミナーを経
て RI 会長代理（田中作次氏）の歓迎晩餐会と楽しま
せて頂きました。翌 25日は三浦は昨年第 1グループ
と地区からの応援でエンドポリオのキャンペーンを
行った三崎みなと町祭りが行われ、横須賀は神輿パ
レードと、ミスインターナショナルとの昼食会が行わ
れましたがそれには出ず横須賀南西クラブさんのバス
に同乗させて頂き三崎口を 9時に出発茅ヶ崎市民文化
会館の地区大会に参加いたしました。帰りは数年前の
マノンのように今回南西が受け持っているフランスか
らの交換学生クラウディアと一緒でした。　

 会長報告　　星野　雄　会長　　
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 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員
・会員総数：25名
   　本日出席：15名　欠席：9名
　　出席率 62.5%
・MAKE UP
　　奥山浩司（南西 RC訪問 1回）
　　星野　雄、高木　巌、鈴木正孝、鈴木康仁
　　　　　　　　　　　　（南西 RC訪問他 1回）
　により、出席率は 100％となります。
 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員

ニコニコ BOX 集計報告
 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 12,000 円    120,000 円 132,000 円
財      団 3,000 円   31,000 円 34,000 円
ポ  リ  オ 2,000 円   9,000 円 11,000 円
米　　山 3,000 円   41,000 円 44,000 円
周　　年 1,000 円   2,000 円 3,000 円
　 計 21,000 円   203,000 円 224,000 円

・RI2780 地区ガバナー　田中賢三様
　本日は岡ガバナー補佐ともによろしくお願い致しま
　す。皆様にお会いするのを楽しみにしておりました。
・第 1グループガバナー補佐　岡　昌憲様
　ガバナー公式訪問に同行しました。よろしくお願い申
　し上げます。
・星野　雄　田中ガバナー、本日ご指導よろしくお願
　い致します。
・松崎貞男　田中ガバナー、岡ガバナー補佐、ようこ
　そ三浦へ。よろしく御指導お願いいたします。
・鈴木正孝　田中ガバナー、岡ガバナー補佐、本日は
　よろしくお願いします。
・高木　巌　田中ガバナー、岡ガバナー補佐、ようこ
　そおいでいただきました。
・芹川直行　岡ガバナー補佐、ご苦労様です。
・鈴木康仁　田中ガバナー、三浦へようこそ。

● 社会奉仕委員会
　＜芋ほり例会について＞　　鈴木康仁 委員長
●「 ロータリーの友」誌 表紙
　　チャッキラコ写真掲載について
　　　　　　　　　　　　　　　秋本清道会員

・ロータリーの友
・地区大会お礼
・ソウル国際大会参加予定者報告依頼
・第１G　第５回三役会開催案内、前回三役会議事録
・地区協議会報告書
・関東・東北豪雨災害義捐金について協力時報告のお願い
・11月 RI レート　1＄＝120 円　
・11月例会案内　　横須賀南西 RC
・週報　横須賀北 RC、横須賀西 RC、鎌倉中央 RC、　
　　　  当クラブ週報校正用
・横須賀地方隊自衛隊記念行事開催案内
・社会を明るくする運動三浦地区推進委員会開催案内

 幹事報告

田中賢三ガバナー

1944 年生まれ 71歳
職業　日本精麦株式会社　代表取締役
職業分類　精麦製造販売
所属クラブ　茅ヶ崎ロータリークラブ
公職　茅ヶ崎商工会議所名誉会頭
一般社団法人茅ヶ崎市観光協会会長
ロータリー歴　1989 年茅ヶ崎ロータリークラブ入会、
2003 年～ 4年茅ヶ崎ロータリークラブ会長、地区副
幹事、ロータリーの友地区代表委員、GSE の団長、
酒、タバコ、ゴルフはしない、趣味は早朝ジョギング
と絵画、こう言うとガチガチの堅物を連想しますが決
してそうではなくユーモアに富んだ素晴らしいガバ
ナー。
地区のテーマ「もっと役に立つもっと面白いロータ
リー」ですが、ご本人が「もっと面白い」の先陣を走っ
ていらっしゃいます。

　本日はよろしくお願いいたします。
・鈴木康仁　本日はガバナー公式訪問、遠路大変ごく
　ろうさまです。ガバナー補佐と共にご指導よろしく
　お願い致します。
・秋本清道　田中ガバナーようこそ。ご苦労様です。
　本日、保健所関係の表彰の為、例会終了後退席させ
　て頂きます。
・菊池　恵　田中ガバナー、岡ガバナー補佐、ようこ
　そ三浦 RCへ。よろしくお願い致します。
・奥山浩司　田中ガバナーようこそ三浦へ。
　本日はよろしくお願い致します。　　　
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 卓話　　　　　　　　　　　田中賢三 ガバナー
卓話に先立ち自称？本
人テーマ曲「若者よ」（若
者よ体を鍛えてお
け・・・）を伴奏なし
で歌う。現代人の年齢
は昔の人の７がけです。
酒タバコは３０代でや
めました種田山頭火の
話、三浦クラブ５５周年の節目で３０名を目指す事。
増強活動はすればするほど成果が上がる。社会奉仕活
動で芋掘りを３０年も続けている事、今年の IMで東
京大学臨海実験所の先生のお話も参考になりましたが
他グループの参考になるような非常に簡素化された
IMで良かった。地区もクラブも簡素化に向かってい
くべきだ。米山や財団の寄付は前年実績を勘案しなが
ら前年より多少でも上回るように、でも無理はしない
ように。増強という言葉はあまり好きではない、外に
出たらロータリー活動の「普及活動」と思っている。
ラビンドラン会長のテーマの「ギフト」とは「健康」、
「体」、「知恵」、「高い教養（私は中ぐらいか）、低い腰
（腰はとても低い）」「天職」、「職業」、これだけではだ
め「浄財」忘れてならないのが「気持ちを添える」世
界の最小構成単位は人、次が家族、次が事業、社員、
その余力が社会奉仕、国際奉仕になる。アフリカの山
奥へ行くのも芋掘りやるのも価値尊さは変わらない、
自分の塀から出た奉仕は尊いものです、それが世界へ
のプレゼントになろうという私の拡大解釈です。4の
テストも素晴らしい標語です「真実かどうか」最近の
お客様はわがままになっていますお客様を説得するに
「真実かどうか」を頭におけば説得できます。ロータ

リは優れた人の集まりですクラブ、地区、国際的にも
素晴らしい人がたくさんいて教えられる事が多い。
色々な会合に出て見習うことができる。積極的に取り
入れなければダメ。１００の名言より１つの実践です。
「もっと面白いロータリー」について。例会を面白く
するのは大事、協力するのも大事。例会を自分たちで
変える、面白くする、ソングリーダーを立てるだけで
も集中力が違う素人のソングリーダーが良い、３０分
の卓話にはその何十倍も用意して自分の本音を語る、
そうすると聞いている方も為になる、面白くなるこれ
は真剣さです「面白い」の反対は「つまらない」、「つ
まらない」を哲学的に言うと「めんどくさい」めんど
くさがってはなにも面白くはない。協力も大事、旅行
会でもつまらないと言っていないで行く、道も違うし
食事も飲み物も隣の人も違うから積極的に参加すれば
良い事がついてくる、例会に欠席は損です。運は「運
び」と読む、例会行事に来ない人には運は来ないし来
ることは協力でもある。面白いロータリーは自分の気
持ちの中にある。お手元にあるポールハリスの冊子を
プレゼントします。これは 400 ページの本を 15ペー
ジに要約しました。さらに時間のない人は赤い字の所
をお読みください。
ロータリーは奉仕団体ではありません一部分ではそう
ですが、一言で言うと「奉仕する人の集まり」これも
少し中途半端です、「奉仕　に　学ぶ人達の集まり」
これが正解だと思います、奉仕活動をするばかりが能
ではありません、奉仕に学ぶを念頭に、自分自身を高
め自分の家族を幸せにし事業を繁栄に導く事だと思い
ます。

○.・.。.... この後暫時の休憩後、懇談会が持たれた ......・.○

2015 年 10 月 25 日　第 2622 回 例会
地区大会
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◇　ゲスト ・ ビジター紹介
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　　　第 1 グループガバナー補佐　　岡　昌憲 様
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◇ 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
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　本日は公式訪問という事で田中ガ
バナー、岡ガバナー補佐においで頂
いております。よろしくご指導下さ
い。会長 3回目とはいえ公式訪問
ですとやはり通常の例会よりはるか
に緊張しております。先日の地区大
会でガバナーが「公式訪問が残り 6
クラブ」と言っておられたので「あ
あその中にうちのクラブも入っているんだな」と思い
ました。すでに 59クラブが済んでいるという事は今
日のお話も多くの他クラブの訪問を生かされたよりき
めの細かい貴重なものとなると思いそのように心して
承りたいと思います。午前中三浦の三役との懇談で当
クラブの実情をお話ししガバナーからは、現在の組織
表を見直し組織に会員を当てはめるのではなくまず会
員が有りそれに組織を当てはめるに改良してはどう
か、若い世代が少ないので絶えず開拓を、地区のセミ
ナーも会員からの意見を取り入れ変えている、等をお
話し頂きました。先週 22日は地区大会の振替で当ク
ラブは休会でしたが横須賀西クラブで三役会があり出
席してきました。その例会の卓話が 9月 24日に三浦
で例会の卓話をされた神奈川 2780 ロータリー Eクラ
ブで渡辺会長、相澤さん、松島さんの 3名で来ておら
れました。会員の義務である「ロータリーの友」の購
読はまずネットの電子版を読み後日製本版をもらうと
の事でした。24日の地区大会は午後から会長幹事会
に引き続き、芹川会員参加の指導者育成セミナーを経
て RI 会長代理（田中作次氏）の歓迎晩餐会と楽しま
せて頂きました。翌 25日は三浦は昨年第 1グループ
と地区からの応援でエンドポリオのキャンペーンを
行った三崎みなと町祭りが行われ、横須賀は神輿パ
レードと、ミスインターナショナルとの昼食会が行わ
れましたがそれには出ず横須賀南西クラブさんのバス
に同乗させて頂き三崎口を 9時に出発茅ヶ崎市民文化
会館の地区大会に参加いたしました。帰りは数年前の
マノンのように今回南西が受け持っているフランスか
らの交換学生クラウディアと一緒でした。　

 会長報告　　星野　雄　会長　　
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 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員
・会員総数：25名
   　本日出席：15名　欠席：9名
　　出席率 62.5%
・MAKE UP
　　奥山浩司（南西 RC訪問 1回）
　　星野　雄、高木　巌、鈴木正孝、鈴木康仁
　　　　　　　　　　　　（南西 RC訪問他 1回）
　により、出席率は 100％となります。
 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員

ニコニコ BOX 集計報告
 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 12,000 円    120,000 円 132,000 円
財      団 3,000 円   31,000 円 34,000 円
ポ  リ  オ 2,000 円   9,000 円 11,000 円
米　　山 3,000 円   41,000 円 44,000 円
周　　年 1,000 円   2,000 円 3,000 円
　 計 21,000 円   203,000 円 224,000 円

・RI2780 地区ガバナー　田中賢三様
　本日は岡ガバナー補佐ともによろしくお願い致しま
　す。皆様にお会いするのを楽しみにしておりました。
・第 1グループガバナー補佐　岡　昌憲様
　ガバナー公式訪問に同行しました。よろしくお願い申
　し上げます。
・星野　雄　田中ガバナー、本日ご指導よろしくお願
　い致します。
・松崎貞男　田中ガバナー、岡ガバナー補佐、ようこ
　そ三浦へ。よろしく御指導お願いいたします。
・鈴木正孝　田中ガバナー、岡ガバナー補佐、本日は
　よろしくお願いします。
・高木　巌　田中ガバナー、岡ガバナー補佐、ようこ
　そおいでいただきました。
・芹川直行　岡ガバナー補佐、ご苦労様です。
・鈴木康仁　田中ガバナー、三浦へようこそ。

● 社会奉仕委員会
　＜芋ほり例会について＞　　鈴木康仁 委員長
●「 ロータリーの友」誌 表紙
　　チャッキラコ写真掲載について
　　　　　　　　　　　　　　　秋本清道会員

・ロータリーの友
・地区大会お礼
・ソウル国際大会参加予定者報告依頼
・第１G　第５回三役会開催案内、前回三役会議事録
・地区協議会報告書
・関東・東北豪雨災害義捐金について協力時報告のお願い
・11月 RI レート　1＄＝120 円　
・11月例会案内　　横須賀南西 RC
・週報　横須賀北 RC、横須賀西 RC、鎌倉中央 RC、　
　　　  当クラブ週報校正用
・横須賀地方隊自衛隊記念行事開催案内
・社会を明るくする運動三浦地区推進委員会開催案内

 幹事報告

田中賢三ガバナー

1944 年生まれ 71歳
職業　日本精麦株式会社　代表取締役
職業分類　精麦製造販売
所属クラブ　茅ヶ崎ロータリークラブ
公職　茅ヶ崎商工会議所名誉会頭
一般社団法人茅ヶ崎市観光協会会長
ロータリー歴　1989 年茅ヶ崎ロータリークラブ入会、
2003 年～ 4年茅ヶ崎ロータリークラブ会長、地区副
幹事、ロータリーの友地区代表委員、GSE の団長、
酒、タバコ、ゴルフはしない、趣味は早朝ジョギング
と絵画、こう言うとガチガチの堅物を連想しますが決
してそうではなくユーモアに富んだ素晴らしいガバ
ナー。
地区のテーマ「もっと役に立つもっと面白いロータ
リー」ですが、ご本人が「もっと面白い」の先陣を走っ
ていらっしゃいます。

　本日はよろしくお願いいたします。
・鈴木康仁　本日はガバナー公式訪問、遠路大変ごく
　ろうさまです。ガバナー補佐と共にご指導よろしく
　お願い致します。
・秋本清道　田中ガバナーようこそ。ご苦労様です。
　本日、保健所関係の表彰の為、例会終了後退席させ
　て頂きます。
・菊池　恵　田中ガバナー、岡ガバナー補佐、ようこ
　そ三浦 RCへ。よろしくお願い致します。
・奥山浩司　田中ガバナーようこそ三浦へ。
　本日はよろしくお願い致します。　　　
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 卓話　　　　　　　　　　　田中賢三 ガバナー
卓話に先立ち自称？本
人テーマ曲「若者よ」（若
者よ体を鍛えてお
け・・・）を伴奏なし
で歌う。現代人の年齢
は昔の人の７がけです。
酒タバコは３０代でや
めました種田山頭火の
話、三浦クラブ５５周年の節目で３０名を目指す事。
増強活動はすればするほど成果が上がる。社会奉仕活
動で芋掘りを３０年も続けている事、今年の IMで東
京大学臨海実験所の先生のお話も参考になりましたが
他グループの参考になるような非常に簡素化された
IMで良かった。地区もクラブも簡素化に向かってい
くべきだ。米山や財団の寄付は前年実績を勘案しなが
ら前年より多少でも上回るように、でも無理はしない
ように。増強という言葉はあまり好きではない、外に
出たらロータリー活動の「普及活動」と思っている。
ラビンドラン会長のテーマの「ギフト」とは「健康」、
「体」、「知恵」、「高い教養（私は中ぐらいか）、低い腰
（腰はとても低い）」「天職」、「職業」、これだけではだ
め「浄財」忘れてならないのが「気持ちを添える」世
界の最小構成単位は人、次が家族、次が事業、社員、
その余力が社会奉仕、国際奉仕になる。アフリカの山
奥へ行くのも芋掘りやるのも価値尊さは変わらない、
自分の塀から出た奉仕は尊いものです、それが世界へ
のプレゼントになろうという私の拡大解釈です。4の
テストも素晴らしい標語です「真実かどうか」最近の
お客様はわがままになっていますお客様を説得するに
「真実かどうか」を頭におけば説得できます。ロータ

リは優れた人の集まりですクラブ、地区、国際的にも
素晴らしい人がたくさんいて教えられる事が多い。
色々な会合に出て見習うことができる。積極的に取り
入れなければダメ。１００の名言より１つの実践です。
「もっと面白いロータリー」について。例会を面白く
するのは大事、協力するのも大事。例会を自分たちで
変える、面白くする、ソングリーダーを立てるだけで
も集中力が違う素人のソングリーダーが良い、３０分
の卓話にはその何十倍も用意して自分の本音を語る、
そうすると聞いている方も為になる、面白くなるこれ
は真剣さです「面白い」の反対は「つまらない」、「つ
まらない」を哲学的に言うと「めんどくさい」めんど
くさがってはなにも面白くはない。協力も大事、旅行
会でもつまらないと言っていないで行く、道も違うし
食事も飲み物も隣の人も違うから積極的に参加すれば
良い事がついてくる、例会に欠席は損です。運は「運
び」と読む、例会行事に来ない人には運は来ないし来
ることは協力でもある。面白いロータリーは自分の気
持ちの中にある。お手元にあるポールハリスの冊子を
プレゼントします。これは 400 ページの本を 15ペー
ジに要約しました。さらに時間のない人は赤い字の所
をお読みください。
ロータリーは奉仕団体ではありません一部分ではそう
ですが、一言で言うと「奉仕する人の集まり」これも
少し中途半端です、「奉仕　に　学ぶ人達の集まり」
これが正解だと思います、奉仕活動をするばかりが能
ではありません、奉仕に学ぶを念頭に、自分自身を高
め自分の家族を幸せにし事業を繁栄に導く事だと思い
ます。

○.・.。.... この後暫時の休憩後、懇談会が持たれた ......・.○

2015 年 10 月 25 日　第 2622 回 例会
地区大会
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