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例会場：寒川神社参集殿　例会日：毎週 月曜日 １８：３０

会長　三澤京子　　幹事　井上晋一

会報委員 ( 第二クラブ委員会 )

村松　一　 山本和好　 鈴木郁男　 三留通男　 小澤千明　 橋本研雄　 林　裕士　 中野雅之　 吉田豊治

島村盛晶　 若菜勝美

インスピレーションになろう

寒川ロータリークラブ

会長の時間

第２１１１回例会　　２０１８年１０月２２日（月）　晴れ

司　会　　高波副幹事

合　唱　　手に手つないで

ゲスト　　第 2780 地区ガバナー 脇洋一郎様 (茅ヶ崎湘南 )、第 4グループガバナー補佐 生駒秀之様 (綾瀬 ) 

ビジター：10/15 分：青木信夫会員 (藤沢北 )

皆様にはまず私の母の葬儀にお越しいただきました
ことにお礼を申し上げます。お陰様で無事葬儀を終え
ることができました。ありがとうございました。では
先日の地区大会の報告をさせていただきます。当日欠
席された方にも冊子をいただいて来ておりますので
今後の参考に是非ご一読ください。13 日第 1 日目は
鎌倉パークホテルでの会長幹事会に幹事と共に出席
しました。そこで前年度の地区会計監査報告や各地区
委員会からの詳細な報告がなされました。続いて地区
指導者育成セミナーが行われました。今年度は会場の
関係で例年一緒に参加している会長エレクトやクラ
ブ研修リーダーは参加しませんでしたが、代わりに会
長幹事でしっかりとお話を聞いてまいりました。その
後、RI 会長代理歓迎晩さん会が行われ、第 1 日目は終
了しました。その中で茅ヶ崎湘南 RC の先輩からお話
を伺う機会がありました。茅ヶ崎湘南 RC さんは脇さ
んを含めて 3 名のガバナーを輩出されていますが、
最初のガバナーの頃は地区大会の懇親会のお食事は
東京のオークラホテルから運んできたそうで、大変な
苦労があったのだとお聞きしました。その時から比べ
ればいろいろと状況が良くなっているとはいえ、今年
度の地区大会でも様々なご苦労があったことと思い
ます。その思いを地区副幹事として、また会長として
感じてまいりました。｢今までで一番いい地区大会だ

った｣と言う先輩の声もありましたことを脇ガバナー
にもお知らせします。第 2 日目は茅ヶ崎市民文化会
館で行われ、午前中は新世代交流会に米山カウンセラ
ーの高波さんと奨学生のカクさんが参加されました。
午後からの本会議には皆様も参加していただき、その
中で金子前年度会長が RI 会長賞の表彰を受けました
。これは第 2780 地区で 5 クラブしか受賞できなかっ
た栄誉ある賞です。会員増強・維持、奉仕事業の実践、
公共イメージ向上活動推進、等さまざまな項目をクリ
アした結果です。2018-19 年度も会長賞を目指して頑
張ってまいります。先ずは会員増強を図ってまいりま
しょう。第一クラブ委員会を中心に皆様のご協力をよ
ろしくお願いいたします。もう一つお知らせです。地
区から｢2019 規定審議会立法案提出のお願い｣が来て
おります。’19 年 3/20 までに地区の承認を得て提出
ということですので、これについても皆さんと共に考
えていきたいと思っております。

誕生祝　井上稔会員、橋本美穂様 ( 代理 : 橋本会員 )

会 員 数 出席計算会員数 出席会員数 暫定出席率 前々回修正出席率

３２名 ３２名 ２８名 ８７.５０％ ７５.００％

本日欠席者 入澤会員、島村会員、中野会員、松井会員

出 席 報 告



例会変更

幹事報告

茅ヶ崎、茅ヶ崎湘南、藤沢、大和、平塚、各 RC より

その他

週報受理
台北士林 RC より

●ガバナー事務所
～ 2019 規定審議会立法案提出のお願い｛提出議案が
　あるクラブは’19 年 3/20 までに地区の承認を得て
　提出｝
～ 2019-20 実施年度向け第 1 回地区補助金説明会開
　催案内｛11/3( 土･祝 )13:00 ～　於 : 第一相澤ビル｝
～ END POLIO NOW オックスフォードシャツ申込み
　案内 ｛1 着 5,000 円｝
～｢職業奉仕月間｣卓話派遣希望調査（プログラム通り
　、’19 年 1/21( 月 ) 地区職業奉仕委員長 佐藤 忠様に
　依頼）
～インターアクト年次大会開催案内｛11/23( 金･祝 )　
　於 : 平塚学園高等学校｝
～ 2017-18 年度立法案 ( 決議案 ) 
～ 2018 年から 2019 年新会員の集い開催案内｛’19 年
　3/22( 金 )16:00 ～ 23( 土 )12:00　於 : ローズホテル
　横浜　登録料 :15,000 円 / 人　対象者 : 入会 4 年未
　満の新会員 ( 小澤会員､中野会員､橋本会員､林会員
　､松井会員､山本和好会員､吉田会員､若菜会員 )｝
～クラブ研修リーダーセミナー開催案内｛11/13( 火 )
　13:30 ～　於 : アイクロス湘南　対象者 : 会長エレ
　クト･研修リーダー｝
～米山学友会主催｢国際交流会｣開催案内｛11/18( 日 )
　於 : 二宮生涯学習センター　会費 :3,000 円 / 人　対
　象者 : 会長･幹事･カウンセラー･国際奉仕委員長｝
～｢クラブを成功に導くリーダーシップ｣会長編
　(2019-22 年度版 )、PETS 開催予定 : ’19 年 3/12( 火 )
　於 : 藤沢商工会館　( 会長エレクト宛 )
●寒川神社
～第 51 回写真展･菊花展協賛依頼
●寒川町
～第 54 回寒川町表彰式開催案内｛11/3( 土･祝 )10:00
　於 : 町民センターホール｝
～ 2 市 1 町広域連携事業男女共同参画特別講演会開
　催案内｛10/28( 日 )13:30 ～　於 : 寒川総合体育館 1
　階多目的室　テーマ : なぜ今男女共同参画がもとめ
　られるのか　講師 : 白河桃子氏｝
●寒川町菊花会
～寒川町菊花展協賛依頼
●さむかわ国際交流協会
～ハロウィン･さむかわ 2018 開催案内｛11/3( 土 )
　13:00 ～　於 : 旭小学校体育館｝
●さむかわ商工倶楽部
～創立 30 周年記念例会開催案内｛10/30( 火 )19:00 ～
　会費 :7,000 円｝

回覧
〇タウンニュース 10/5 号　
〇ソロプチミスト寒川 2016 年期･2017 年期会報
〇ハイライトよねやま Vol.223
〇タウンニュース 10/19 号 ← ｢小谷子どもカフェ｣
の記事が掲載されています

国際奉仕委員会　中村委員長
皆さんに寄付のお願いです。R 財団年次寄付は目標一
人 200 ドル、米山奨学特別寄付は目標一人 2 万円と
なっています。来年も会長賞がいただけますよう、皆
さんのご協力をよろしくお願いします。
社会奉仕委員会　金子委員長
先日行われました地区補助金事業｢小谷子どもカフェ
｣第 1 回目にご参加くださった皆さん、ありがとうご
ざいました。当日の様子は今日回覧されているタウン
ニュースにも取り上げていただきましたし、寒川 RC
の Facebook にも上げています。次回は 10/27( 土 )
でメニューはサンドイッチとプリンです。11/10、24
と毎月第 2 と第 4 土曜日で 3 月まで開催予定ですの
で、よろしくお願いします。もう一つ。産業まつり前に
ロータリーの泉清掃を行います。11/6( 火 )13:30 ～を
予定しておりますので、お時間のある方はご参加くだ
さい。
10/13( 土 ) 地区補助金事業｢小谷子どもカフェ｣第 1
回目

委員会報告



2111回スマイルボックス 合計４７,０００円

◎第 2780 地区ガバナー　脇洋一郎様 ( 茅ヶ崎湘南 )
先日の地区大会、皆様には大変お世話になりました。
ありがとうございます。本日の公式訪問、よろしくお
願いします。
◎第 4 グループガバナー補佐　生駒秀之様 ( 綾瀬 )
本日は公式訪問、よろしくお願いします。石腰様、先ほ
どはお世話になりました。
◎三澤会長・井上幹事
本日はガバナー公式訪問です。脇ガバナー、生駒ガバ
ナー補佐、早い時間より寒川神社参拝、公式訪問、懇親
会と長い時間となりますがよろしくお願いいたします。
◎三澤会長
皆様お忙しい中母の葬儀にお越しいただきましてあ
りがとうございました。
◎村松会員
1）脇ガバナー、本日はよろしくお願いいたします。
2）先日行われたゴルフ同好会コンペで優勝させてい
ただきましたのでスマイルします。メンバー、天候、ハ
ンデ、全てに恵まれました。ありがとうございました。
◎鈴木会員
脇さんは私と同期の会長で、田中ガバナーに次いで 2
人目のガバナーです。今後のご活躍を祈念します。本
日よろしくご指導の程お願いします。
◎井上稔会員
誕生祝ありがとうございました。
◎青木、秋本、石腰、石塚、磯川、内野、小澤、金子、菊地
、椎野、清水、下里、高波、中村、二ノ宮、橋本、林、三留、
山本 ( 和 )、吉田、若菜、各会員

ガバナー公式訪問　クラブ協議会
｢脇ガバナーをお迎えして｣

RI2780 地区ガバナー　脇洋一郎様 ( 茅ヶ崎湘南 )

同好会報告

親睦活動委員会　二ノ宮委員長
今日例会後、商工倶楽部で懇親会を行いますので、速
やかに移動いていただきますようお願いいたします。

なし



皆様こんばんは。今年度の国際ロータリー第 2780 地
区ガバナーを務めております脇洋一郎です。先日の地
区大会では寒川クラブさんにコホストをお願いし、無
事開催することができました。ご協力ありがとうござ
いました。今日は公式訪問前に石腰さんのご尽力で寒
川神社を正式参拝させていただき、40 数年前にここ
参集殿で結婚式を上げたことを思い出しました。寒川
神社に来るたびに心が洗われるような気がいたしま
す。寒川クラブさんからは 4 名の方に地区委員会に出
ていただいております。金子さん、中村さん、村松さん
、そして三澤さんには会長職であるにもかかわらず地
区副幹事をお願いしています。また、内野さんには長
いこと地区財団委員会でご協力いただき、地区の顔と
して活躍していただきました。お世話になりました。
地区委員の皆さん、どうもありがとうございます。そ
れではガバナー公式訪問のお話をさせていただきま
す。1/14 ～ 21、サンディエゴで開催された 2018 年 RI
国際協議会に参加しました。国際協議会の目的は、世
界の 539 の地区からガバナーエレクトを招集して、
激励と意欲の喚起、次年度に向けての RI テーマの説
明と実施、RI の優先項目と推進活動に関する最新情
報の提供等を行うものです。参加者はそれぞれパート
ナーとともに参加します。今回は 110 名の女性ガバ
ナーエレクトが参加していました。約 20％になりま
す。日本の場合は 34 地区のうち女性ガナバーエレク
トはたった 1 名、3％でした。世界と比較するとまだ
まだ日本の女性ロータリアンは活躍の場が少ないと
言えるでしょう。そういう意味では寒川クラブさんは
三澤さんが会長を務められていて非常に先進的なク
ラブであります。第 2780 地区では 68 クラブ中 9 名
が女性会長で女性幹事も結構いらっしゃいます。さて
、研修は 6 日間連続で行われ、全員参加の本会議と日
本からの参加者で構成される分科会、各国の参加者と
の交流行事などが主な内容です。到着した日の午後 7
時 30 分より開会、本会議が開催されました。イアン・
ライズリー RI 会長の開会挨拶に続いて、バリー・ラ
シン RI 会長エレクトの講演がありました。ここで次
年度の RI 会長テーマ｢インスピレーションになろう｣
とテーマ・マークが発表されました。バリー・ラシン
会長はカリブ海のバハマ諸島の出身で、テーマ・マー
クは波の模様、テーマ・ネクタイはオーシャンブルー
を基調にしたものです。RI 会長テーマの説明の前に、
まずラシン会長の講演のキーワードを次に示します。
1. 効果的かつ効率的に奉仕する　2. 意義があり、持
続可能な方法で、より多くの人に変化をもたらす　3.
先人たちの活動の上に、将来のために堅固な土台を築
く　4. ロータリーの活動が成長し続け、世界に役に
立つようにする　です。そして、ビジョン声明を発表
されました。　ビジョン声明：「私たちロータリアン
は、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続
可能な変化を生むために、人びとが手を取り合って行
動する世界を目指しています｡」この声明は昨年の 6
月の RI 理事会で承認されたものです。私は今回初め
て目にしましたが、今後はこの声明がロータリーのビ

ジョン・将来像を示す言葉として重要となりますの
で、この声明の趣旨をよく理解することが大切です。
実際に国際協議会の中では、地区内のクラブ、ロータ
リアンに周知を図るようにとの要請がありました。ラ
シン会長はなぜこのようにロータリーの変化を強調
するのでしょうか。この声明のキーワードは Change
- 変化です。講演の次の部分を紹介します。｢ロータリ
ーの会員数はこの 20 年間ずっと 120 万人程度で低
迷しています。成長しておらず、会員の高齢化が進ん
でいます。活動を通じて変化をもたらすための知識や
意欲を持たないクラブがあまりにも多すぎます。ロー
タリーが世界でどんな活動をしているのかを知らず、
ロータリーと財団のプログラムを知らないクラブ、参
加方法がわからないクラブもあります｡｣と述べてい
ます。20 年間会員数 120 万人で変化がないように見
えますが、実際その中身は大きく変わってきています
。現在、世界には伝統と格式を重んじる先進国 ( アメ
リカ、ヨーロッパ、日本等 ) のロータリークラブと、援
助と支援を求める発展途上国のロータリークラブが
併存しています。世界の会員数 120 万人の枠組みは
同じでも、インド、南アジア、中南米、アフリカ等の会
員の割合が増加しています。つまり援助する側が少な
くなり、援助を受ける側が多くなっているということ
になります。古くからのクラブの中には従来の自分た
ちの方針を変えようとしないクラブが存在していま
す。そこで RI は、クラブがポリオ撲滅に代表される世
界的課題に立ち向かっていくために、地区リーダーシ
ップ・プラン、クラブリーダーシップ・プランそして
RI 戦略計画を取り入れて、RI の方針を受け入れる方
向に変化することを期待しています。バリー・ラシン
RI 会長はこのような変化を起こすために「インスピ
レーションになろう」のテーマを取り上げたのです。
そして次のように語りました。｢より良い世界を作り
たいなら、プロジェクトを計画したり、任務を割り当
てたりすることから始めないでください。インスピレ
ーションから始めてください。ロータリアンの魂、す
なわち、より良い世界への切望、そして、より良い世界
を作ることは可能だという、心の奥底にある真の自覚
を呼び起こすことから始めてください｡｣この部分は
RI 会長テーマ｢インスピレーションになろう｣の核心
に触れています。昨年度のテーマ｢ロータリー：変化
をもたらす｣、そして今年度のテーマ｢インスピレーシ
ョンになろう｣は、それぞれのメンバー、それぞれのク
ラブが、自分たちで考えて変化させるための行動を起
こすことを呼びかけています。それ以前のテーマはほ
とんどが人道的奉仕に関するものでしたがここ 2 年
は自分たちで考えて変化を起こしていこうというテ
ーマに変わってきています。｢自由な発想で新しい奉
仕を始めましょう｣という意味ではないでしょうか。
バリー・ラシン会長はさらに｢私たちの多くにとって
、この 30 年間にロータリー全体を一つに結び付けて
きた活動、『ポリオ撲滅活動』がインスピレーションと
なってきました。30 年前、野生型ポリオウイルスによ
って麻痺を発症する人は毎年推定 35 万人、そのほぼ



すべてが子供でした。3 年前にはこの数は 74 人でし
た。2 年前には 37 人。そして昨年は 21 人でした｡｣ラ
シン会長はこのように語り、30 年前にロータリーが
スタートしたポリオ撲滅活動こそがインスピレーシ
ョンであったと指摘しています。1985 年、今から 33
年前にロータリーが単独で提唱してスタートし、そし
てWHO をはじめとする国際機関と連携して撲滅活
動を推進し、現在は根絶まであとほんの少しのところ
まできたポリオ撲滅活動。ポリオ撲滅活動を提唱した
先輩ロータリアンの方々の尊いインスピレーション
と使命感があったからこそ、今日まで継続することが
でき、もう少しで撲滅が達成できるところまで来たの
です。日本政府もたくさんのお金を出していますが、
ビル・ゲイツ財団はロータリーがポリオ撲滅のため
に集めたお金の 2 倍を毎年寄付してくれています。ロ
ータリアンの寄付が 3 倍に生きるということです。我
々の地区は相澤年度から｢ポリオ撲滅行動隊｣を結成
し、過去 5 回毎年インド・デリーに出向きインド全土
の 0 ～ 5 歳児へのポリオワクチン投与を行っていま
す。私も 2 回参加しました。インド全土の 0 ～ 5 歳児
は 1 億 7 千 500 万人。日本の総人口の 1.5 倍です。そ
の子ども達に毎年投与することで 5 歳までに免疫が
できるのだそうで、2011 年にインドのポリオ発症数
は 0 になり、2014 年にはポリオフリー ( ポリオから
解放された ) 宣言が出されました。だからといっても
うインドでは何もしなくていいというわけではなく、
実際には世界各地からロータリアンやローターアク
トが参加して予防運動を継続して行っています。それ
では今年度の地区方針に移ります。1）奉仕の実践：
ロータリーの目的は奉仕の実践です。クラブ独自に、
または R 財団の地区補助金、グローバル補助金を活
用して地域社会、国際社会、青少年のために奉仕活動
を実践する　ロータリー米山記念奨学会と奨学生を
積極的に支援する　2）RI 戦略計画の推進：クラブの
サポートと強化　人道的奉仕の重点化と増加 ( ポリ
オ撲滅活動、基本的教育と識字率向上、疾病予防と治
療、平和と紛争予防・解決、水と衛生設備、母子の健康
、経済と地域社会の発展 )　残るポリオの常在国アフ
ガニスタンとパキスタンでポリオを撲滅するために
は紛争解決が重要なカギとなってきます。平和フェロ
ー ( 世界の 5 つのセンターで平和と紛争解決の専門
家を育てる。日本では三鷹の国際基督教大学で養成し
ている ) についても心にとめておいてください｡　公
共イメージと認知度の向上　3）会員増強・会員維持
：クラブ会員数 30 名以上 49 名以下のクラブ＝純増
2 名　新会員の入会はクラブの活性化の要です。例会
の開催日、開催時間、会費等、柔軟性と刷新性を活用し
て若い人、女性が入会しやすい環境を作り、会員を増
強する　4）寄付のお願い：R 財団＝奉仕活動への資
金源　目標：年次寄付 200 ドル以上 /1 名、恒久基金
1,000 ドル以上 /1 クラブ、ポリオ撲滅 40 ドル以上 /1
名、　米山奨学会＝日本で学ぶ海外からの留学生の支
援　目標：20,000 円以上（普通寄付を含む）/1 名　5）
ロータリークラブを対象とするロータリー賞へのチ

ャレンジ：RI 戦略計画の 3 つの優先事項を推進する
ために、各分野の 3 項目を達成する　6）マイロータ
リーの登録率向上：My ROTARY にログインすると会
員専用のコンテンツと自分のプロフィールを閲覧で
きます。このサイトにはロータリーに関する役に立つ
情報が満載です。今年度はマイロータリー推進委員会
を設けて、My ROTARY への登録・普及を図ります。例
えば手続要覧。最新のものがMy ROTARY から閲覧で
きます。7 月時点の当地区の登録率は 27％でしたが、
現在 32％まで上がってきています。他の地区は 10％
前後ですので、2780 地区は非常に先進的だと言えま
すがまだまだそれでも少ないと考えています。地区の
マイロータリー推進委員会を卓話などに呼んでいた
だくなど是非ご活用ください。
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