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2019 年 2 月 21 日　第 2763 回例会 ／ 2 月 28 日　第 2764 回例会

◇ 国際ロータリー会長
　　　バリー・ラシン （East Nassau RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　脇　洋一郎（茅ヶ崎湘南 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　加藤　元章（横須賀 RC）
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓鈴木　康仁
　　　副 会 長︓笠倉　正弘
　　　幹　　事︓秋本　清道
◇ 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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インスピレーション
になろう

2019 年 2 月 21 日　第 2764 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

　　　　　　　　　　南西 RC　幹事　宮本　清志　様

　

皆さん、こんにちは。
本日はクラブ協議会の予定でした
が、先日、南西 RCの宮本さんと
プライベートで飲む機会がありま
して、うちのクラブは 2月 21日
次年度に向けクラブ協議会を実施
するので、よかったら、MAKE　
UPに来ないかといった話が弾み、
実は俺、次年度は地区大会の副委員長になったんだ
よ、三浦に行って次年度の方針などお話しに卓話に
行くよ、と言ってくれました。

 会長報告　　　　　　　　　　　　鈴木　康仁

ちょうど三浦クラブの三役も決まり、宮本さんも南西クラブの幹事も引き受けたようで、三浦の三役とま
た 1年間よろしくお付き合いをお願いします、ということで本日来ていただきました。
私と宮本さんとは私がガバナー補佐の研修の際に、研修委員として出席していました。
研修が終了すると今日は何とかという店で懇親会をやるので、皆さんどうぞ、今日は車ですので帰ります、
と言って二人で愚痴話を言いながら帰ってきた仲間です。
以来、親しくさせて頂いています。
また、私としては、2月 3月の年度末浩司が非常に多く、予定のない入札も当たってしまい、社内全員で
バタバタしながら、仕事を進めております。
この時期会長なのに休会も多くなりがちですが、この時期が過ぎればまた頑張ります。よろしくお願い致
します。

宮本さん、本日はありがとうございました。
会員の皆さんも地区大会の様な大きなイベント時には参加をお願いします。
ロータリアンが 2,000 人以上集まり、自分が今この大勢の仲間なんだ、この組織の一員なのだと確信し、ロー
タリーはすごいなと感じると思います。
奮ってご参加をお願い致します。
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 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・横須賀南西 RC 宮本清志様　
　　　　　　　　本日は宜しくお願いします。
・鈴木康仁　宮本さん、本日は卓話をよろしくお願
　いします。
・高木　巌　南西クラブの宮本様、ようこそお出で
　いただきました。
・秋本清道　宮本さん、ようこそ。

・笠原正弘　欠席しがちで申し訳ありません。早く暖かくなれば…、春～よこい！
　新しい工作機械が入りました、見に来て下さい。
・土田成明　宮本さん、よろしくお願いします。
・藤喜代司　南西 RC宮本さん、お寒い中を三浦にようこそ。
・奥山浩司　宮本様、ようこそ三浦へお越しくださいました。早退のおわび。
・福地宏章　前回欠席のおわび。

ニコニコ BOX 集計報告
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本　日　　前回まで　　累　計

皆様こんにちは。
南西 RC　幹事の宮本清志と申します。

次年度、地区大会の副委員長となりますので、皆様にクラブと地区の
かかわり、地区委員会の役割と責務についてご説明させて頂きます。

クラブと地区とのかかわりは相互につながりを持ち、お互いに情報交
換をし、
クラブはクラブの活性化・円滑な運営のために、地区は各クラブの活
動状況、問題点を把握するために利用していただきたいと思っていま
す。

委員会の責務と役割について。
RI 会長のテーマとその理解は以下となります
次年度のテーマは「ロータリーは世界をつなぐ」となっており、
1. ロータリーを成長させる
2. 内部組織の改革
3. 家族の重要性
4. 国連との関連

卓　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　米山奨学生　甘　博文　様

 出席報告
・会員総数：26名　本日出席：15名　欠席：11名　　出席率 57.6％
・MAKE UP：鈴木康仁、秋本清道（会長・幹事会）　芹川直行（米山奨学生修了式）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上により、出席率は 69.2％となります

 幹事報告
＊2019 年国際ロータリー年次大会（ハンブルグ大会）参加旅行　
＊インターアクト一泊研修会ご参加のお願い　　　　　＊ハイライトよねやま
＊横須賀南西 RC第 1905 ～ 1908 回週報　　　　　　 ＊横須賀北 RC　3月例会のご案内　　
＊横須賀南西 RC3 月例会変更のお知らせ
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そして、ガバナーの地区方針として。
1.RI 会長テーマの推進
2.RI ロータリー賞への積極的なチャレンジ
3. 新しい RI 戦略計画の推進
4. 会員増強・会員維持・クラブ拡大
5. 新世代育成の推進
6. 地区ビジョン及びクラブビジョンの策定の推進
7. 奉仕活動推進のためのロータリー財団への年次寄付
8. 米山奨学会寄付
9. 公共イメージ向上に向けて

ガバナー方針に沿った活動とガバナーとの密接なコミュニケーションを意思疎通が必要となっています。

役割（活動）について
1. ガバナーの方針に沿った活動が成果を挙げられるようにすることを検討する。
2. その活動がクラブのサポートとなるよう推進する。

ガバナー（ガバナーの責務）
地区内クラブに対する指導及び監督を行うことでロータリーの目的を推進する任務を課せられており、RI
の地区唯一の役員であります。
地区内クラブを啓発し、意欲を与え、地区内に継続性を確保していくことが大事です。

まとめとしまして、委員会はクラブの活性化へのサポート、
ガバナーの地区目標達成へのサポート

共に行動をしてクラブの意義を高めていきましょう。
本日はありがとうございました。

2019 年 2 月 28 日　第 2764 回 例会
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