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◇ 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

2016 年 6 月 16 日

第 2651 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

会長報告

星野

雄

会長

昨日 6 月 15 日午後２時 30 分
より辻堂のアイクロス湘南にて、
地区の規定審議会報告会がありま
した。
名簿では総勢２１４名の参加
で、椅子が足りず地区の関係者は
立ったままという状態でした。
後藤定毅元ガバナーの説明が１
時間、質疑が１時間でした。５月１１日付けの地区
からの報告と大体同じでしたが、その時に入ってい
ない案件も昨日の資料には入っています。すでに三
浦の例会でも２回にわたって会長報告でお話しして

第 2651 回例会
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ありロータリーの友６月号にも二神編集長のレポー
トやコメントに書かれていますが、大まかに言うと
「例会と出席の例外の新設」
「会員身分の例外の新設」
「入会金の廃止」
「人頭分担金の値上げ」その他です。
それに関連してジョン・ヒューコ事務総長や職員の
年収などの話も出ました。私が印象に残っているの
はお手元のコピーに記載されている１６−９７で
す。ロータリー雑誌の購読義務を改正する（多分無
くすという意味）というものです。審議の結果、否
決つまり購読義務は継続すると決まったようです
が、その理由が「部数減少による国際ロータリー（Ｒ
Ｉ）の財政に影響が大きい」です。会員の３つの義
務は「会費納入」「例会出席」「ロータリーの友を読
む」ですが前の２つはどの会でも当前の義務で、最
後の「友を読む」は他の団体にはめったに無い変わっ
た義務で「友」の内容は濃く、私は以前からこの義
務はさすがロータリー、会員の知識、資質、モラル
向上のための義務と解釈していたのですが、上記の
ような理由ではつまるところ「何だカネの為か」と
がっかりしました。
今回の各種変更について友６月号で二神編集長が
「・・クラブの裁量が増えたよう・・クラブの明日
がどうなるのか、個々のクラブにかかることになり
ました・・」と結果に好意的に書かれています。あ
わててガタガタする事もありませんが我がクラブは
お堅いしゃくし定規のクラブになっていくのか、気
楽でだらしないクラブになって行くのか、どうで
しょう？
幹事報告

＊ハイライトよねやま
＊横須賀南西RC 例会のお知らせ
＊横須賀南西RC 週報 第1792回〜第1796回
＊横須賀北RC 例会のお知らせ
＊次年度クラブ計画書(校正)
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出席報告

岩野

・会員総数：24 名
本日出席：15 名 欠席：9 名
出席率 62.5%
・MAKE UP
藤喜代司、高木 巌、鈴木康仁
岩野 明（6/13 次年度会議）
星野 雄
（6/15 2016 規定審議会報告会）
以上により、出席率は 83.3％になります。
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・星野 雄会員 本日、年間回顧その１です。
来週その２で、通常のプログラムは終了です。
あと少しです、がんばります。
・鈴木正孝会員 連日の欠席、遅刻、すみません。
・鈴木康仁会員 本日早退のおわび。
・奥山浩司会員 久しぶりの卓話です。よろしく。
・藤喜代司会員 笠倉さん、卓話楽しみにしております。
・喜村裕一会員 誕生日のプレゼント、ありがとうご
ざいました。

年間回顧

●

～１～

又、三浦ロ−タリ−の活動を PR して認知度を上げる
為にも、会員増強委員会との連携プレ−も行い、会員
獲得とロータリ−のイメ−ジ向上の一石二鳥も目的の
ひとつとしたいと思います。
私自身「ロ−タリ−の友」を熟読？して「為になる
情報」を伝えたいと思います。
又、会報がスム−ズに発行されるよう皆様の協力を
お願いしたいと思います。

公共イメージ委員会 笠倉正弘会員
今年度は仕事の忙しさにかまけ
て？！事実上休眠の委員会となりま
した。
相澤 PG からの「END POLIO
NOW」のキャンペ−ンと共にロ−
タリ−のイメ−ジ、認知度の向上を
図る流れが各クラブに浸透してきて
いるのを感じます。
「広報委員会」の名称からこの「公
共イメ−ジ」に変わった背景と目的を考えやっていき
たいとおもいます。
ロ−タリ−への市民からみた認知度、理解をもう一
度考え三年目に入ったこの委員会の足跡も考え、反省
しながら、これからどう進むのかを内外から問われる
時期にきていると思います。
今度で 3 年目になる「END POLIO NOW」（小児
まひを世界から無くす）を三浦クラブがどう展開する
のか検討していきたいと思います。
但し、POLIO の病気が日本にとって、その位置づけ、
背景を今いちど考え直すのも必要かと感じます。

年間回顧 星野 雄 会長
３回目の会長として会員皆様の協
力のもとどうにか１年終わろうとし
ております。
今週来週と高木親睦委員長が都
合で欠席の為親睦関連を中心に回顧
いたします。
８月７日納涼夜間例会を風工房。
８月２９日初声アリーナにて行われ
た三浦青年会議所関東地区大会に鈴
木幹事と出席。９月４日品川のホテルにて行われた日
韓親善会議（ソウル大会のプレイベント）に出席。９
月１４日横須賀南西ロータリークラブ（南西ＲＣ）と
の合同例会を蟹甲羅にて。１０月２５日地区大会、南
西ＲＣのバス同乗で茅ヶ崎文化会館に参加、帰りは横
須賀中央モアーズの「つきじ植村」で懇親会。１０月
２９日公式訪問、田中ガバナー、岡ガバナー補佐来ら
れる。１１月１９日いもほり予定が２週連続雨で中止、
自分たちで掘り各団体にお届け。１１月２４〜２５日
研修旅行、三島の米山記念館から山梨方面。１２月１
７日クリスマス家族会シーボニアにて。２月２５日
ロータリーデーで小網代の森清掃。３月３日親睦夜間
例会、豊魚亭にて。３月３１日金田漁港、お花見例会。
４月９日第１グループ（１Ｇ）、インターシティーミー
ティング、メルキュールホテルにて。４月１２日地区
補助金申請プレゼンテーション。４月１４日三浦クラ
ブにて例会後１Ｇ三役会のため卓話者に三浦市消防長
亀井様をお招き。４月１７日地区研修協議会南西ＲＣ
のバス同乗で相模女子大、大雨、帰りの懇親会は北久
里浜、一升屋。４月２９日横須賀西ＲＣのチャリティー
コンサート、衣笠の大明寺、鈴木幹事と出席。５月２
８〜３１日ソウル国際大会楽しんできました。
上記以外の事として１Ｇ他クラブに対してかねてか
ら問題となっていた「青少年交換の受入れが三浦では
不可能」な旨を文書で提出しました。
以上長かったような短かったような１年間楽しませ
て頂きました。
●

年間回顧

松崎貞男会員

鈴木正孝会員
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