
国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ     WEEKLY REPORT MIURA RC

三浦ロータリークラブ 週報

事務局：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 　URL http://www.miura-rc.jp

2018 年 3 月 31 日　第 2728 回例会　　4 月 5 日　第 2729 回例会

◇ 国際ロータリー会長
　　　イアン H.S. ライズリー （Sandringham RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　大谷　新一郎（相模原南 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　宮本　清志（横須賀南西 RC）
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓秋本　清道
　　　副 会 長︓鈴木　正孝
　　　幹　　事︓土田　成明
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓高木　　巌
　　　副委員長︓笠倉　正弘
　　　委　　員︓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
　　　　　 〒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︓
変化をもたらす

2018 年 4 月 5 日　第 2729 回 例会
◇　点　　鍾　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　 　

　55周年記念例会も無事終え
ることができました。ご協力
ありがとうございました。
須坂 RC、高岡北 RCの両クラ
ブの会員の皆様にたくさんお
越しいただきました。
大変ありがたく感激をいたし
ました。
充分な接待ができないまま、
お帰りいただいて大変申し訳
なく思っておりますが、末永くお付き合いをさせてい
ただければと思っています。

 会長報告　　　　　　　　　秋本　清道　会長

IM も終わり、今年度例会を消化するだけのようになりがちですが、最後までしっかり活動をしていきたいと思
います。
4月 8日（日）地区研修・協議会です。各担当の方よろしくお願いします。
回覧でお回ししています、6月 6、7日と親睦旅行を計画していますので、皆様ご参加ください。

 幹事報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土田　成明 幹事

＊創立55周年記念例会収支報告
＊横須賀北RC 4月例会のご案内　
＊米山梅吉記念館　館報
＊米山梅吉記念館　春季例祭のお知らせ　
＊4月ロータリーレート　＄104
＊箱根ロータリークラブ例会場・事務所移転のご案内　

＊入会月お祝い
　松崎 貞男 会員　1973年　相澤 静夫 会員　1987年　
　土田 成明 会員　2009年　藤 喜代司 会員    2009年　
　佐藤 周一 会員　2014年　奥山 浩司 会員　2014年



　2018 年 3月 13日（火）藤沢商工会館ミナパークでの、3回目 PETS へ
行ってきました。
1回目は 2008 ～ 2009 代 41 代会長、2回目は 2018 ～ 2019 第 47 代会
長となり、今回が第57代会長になる予定です。よろしくお願いいたします。
PETSとは、クラブ会長エレクトが絶対受けなければならないセミナーです。
このセミナーは 4～ 5年前から非常に厳しくなってきました。遅刻者、欠
席者、早退者が一人でも出ますと、ガバナーを初め、ガバナーエレクト、
地区研修委員長、研修委員会全員、次年度ガバナー補佐全員、各セッショ
ンのリーダー 6名、これだけのメンバーが再出席し全員が会長エレクトセ
ミナーを受講するため行っています。
今年度は 100％出席だったようです。午前中 10：00にガバナーの点鐘、
脇地区幹事の司会により、地区研修委員会、副委員長の阿部剣郎さんの開
会の言葉で始まり、次に司会によりガバナーエレクト PG他次年度ガバナー
補佐、地区委員長、各クラブ会長エレクト、地区研修委員会、次年度地区
幹事の紹介、そして大谷ガバナーの挨拶 1日頑張っていきましょう。次に、
脇洋一郎ガバナーエレクトから、次年度 RI 会長は｛バリー・ラシン｝さん
のバハマです。次年度 RI テーマ・方針・目標・地区運営方針について説明があり、次に次年度地区幹事より地
区カレンダー及び地区予算について説明。
基調講演は、講師元 RI 理事・公益財団法人ロータリー米山記念奨学金理事長・小沢一彦様（横須賀 RC）ご自身
による貴重な体験・大変なロータリー歴をお聞かせいただきました。
昼食後、各グループのガバナー補佐エレクトと打ち合わせ会があり、次年度からは三役会ではなく、会長、幹事
会といたしますお金も一人分浮きますし、どちらかが都合が悪い時は、副会長出席とか折り合いをつけて下さい。
会長、幹事会は奇数月、7・9・11・1・3・5、６回は夜間セントラルホテルで行い、偶数月 8・10・12・2・4
は各クラブ例会とし、６月は新・旧で夜間例会となります。ガバナー補佐会議は毎月第一火曜日に行い、基本的
には 2週目の月曜日が会長、幹事会となります。5月 11日金曜日次年度会長、幹事会が開催され、会員増強委
員長も義務主席とのこと、出席をお願いします。6月 4日会員増強セミナーが辻堂アイクロス湘南にて開催、増
強委員長大変ですがよろしくお願いいたします。午後からは分科会になり 6部屋に分かれて、各リーダーによっ
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 出席報告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松浦　功 会員
・会員総数：24名　本日出席：11名　欠席：12名　　出席率 45.8％
・MAKE UP：鈴木康仁（PETS)
　　以上により、出席率は 50.0％となります。

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松浦　功 会員

ニコニコ BOX 集計報告
・土田成明　鈴木康仁会員、本日はよろしくお願い
　します。
・鈴木康仁　先週は IMお疲れ様でした。
　本日はPETSの報告です。よろしくお願い致します。
・奥山浩司　入会お祝いのお礼。
・松崎貞男　入会月のお祝いです、
　ありがとうございます。

・藤喜代司　入会月祝い有難うございます。今後もガンバリますのでお願いします。
・高木　巌　写真ありがとうございます。

 PETS 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　康仁 会員

本日 前回まで 累計
ニコニコ 8,000 157,000 165,000
財　　団 14,000 108,000 122,000
ポリオ 3,000 35,000 38,000

米　　山 12,000 90,000 102,000
周　　年 1,000 9,000 10,000

計 38,000 399,000 437,000
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て進行され第一セッションは高田リーダー昨年の AG（アイスタントガバナー）だったそうです。まず最初にク
ラブ会長の役割と責務について、11名の会長エレクトと 1問 1答、指名方式でのセミナーでしたが、さすがク
ラブ会長になられる方々、結構スピーチも達者ですぐ返答も出て非常に良かったと思います。第二セッションは
会員増強・会員維持についてという課題でした。
あなたのクラブの理想の会員数は何人くらいがという討論をいたしました。また、あなたのクラブはどのくらい
効果的に機能しているか？会員増強、会員維持をどのように運営しているか？を協議いたしました。人口多くて
企業がたくさんあるとことは強気だった、また会員維持についても夜間例会などいろいろイベントを実施してい
るクラブ等もありました。約２時間強、多感に討論、中には 2回目 3回目という会長さんもおりました。
全体会議に戻り、米山奨学金について、米山奨学・米山学友委員長、佐久間博一さん（横須賀 RC）の説明があり、
ロータリアンが健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界平和、親善、平和
を達成できることを財団の指名とし、標語は世界でよいことをしよう、とロータリー財団の説明がありました。
次にマイロータリー・クラブセントラルの説明があり、点鐘・懇親会に入り宮本 AG（アシスタントガバナー）
と一緒に飲んで食べて帰途に、お疲れでした。

2018 年 3 月 15 日　第 2728 回 例会
2017~2018 年度
国際ロータリー第 2780 地区

第 1 グループ　IM
「サッカーで見る世界観」
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