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第 1812 回例会 2019.10. 2
10 月 2日（水）12：30 〜　エメラルドルーム
　卓話：本多伸吉様　	 理事会（11：30 〜　）
１.		開会点鐘（12：30）　
２.	ロータリーソング（君が代・奉仕の理想）
３.	来賓紹介
４.	会長挨拶（会務報告）
５.	幹事報告
６.	委員会報告	
７.	 お食事
８.	出席報告
９.	ニコニコ BOX
10.	卓話：本多伸吉様
11.	閉会点鐘（13：30）

会長：鈴木誠二郎／副会長：池田美恵子・三上己紀／幹事：戸張雅
仁／副幹事：岡野正道／直前会長：関根　貢／クラブ会計：堀内　
章／ S.A.A.：山口健次郎／会長エレクト：三上己紀
	例会日	毎週水曜日 12：30 〜 13：30（第 2・4・5水曜日 19：00 〜）
	例会場	葉山マリーナー内		葉山町堀内 50-2	TEL	046(876)1727
	事務局　　葉山町商工会内（水曜日、木曜日 10：00 〜 15：00	open）
　　　	　　〒 240-0112　葉山町堀内 1883-3　TEL	046(875)2810

10 月 9日（水）19：00 〜　エメラルドルーム
　卓話：地区会員増強・会員維持委員会
10月 16 日（水）12：30 〜　エメラルドルーム
　卓話：鈴木知一会員
10月 19・20 日　地区大会　
　相模女子大学グリーンホール：ホスト相模原ＲＣ
10月 23 日（水）19：00 〜　コーラルルーム
　会員卓話予定

ROTARY CLUB OF HAYAMA
第 2780 地 区　2019 年 〜 2020 年 度

 四つのテスト
１. 真実か どうか
２. みんなに公平か
３. 好意と友情を深めるか
４. みんなのためになるかどうか

ロータリーは 世界をつなぐロータリーは 世界をつなぐ
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先週の報告 ： 鈴木誠二郎 会長
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　みなさんこんばんは。
　先日のガバナー訪問では懇談会を含め、長時
間お疲れ様でした。中込ガバナー補佐からも、
活発な議論のある活気あるクラブだと評価をい
ただきました。懇談会の中でいろいろなご意見
がありましたが、その中で奉仕などの活動やク
ラブの方向性が不明確になっているというご意
見もありました。
　ロータリーには目的があるのですから、クラ
ブのアイデンティティーや方向性が不明確にな
るという事は本来無いはずと思い見直してみま
した。このロータリーの目的という４項からな
る文章には、職業の根底に「奉仕の理念を置き、
それを追求していく事にある」とあります。他
にも、何か無いかと探していたら、ロータリア
ンの基礎知識のセッション３１の「改めてロー

タリーの奉仕」ここには、定款の第５条に５大
奉仕部門について書いてあり、「クラブの活動
の哲学的および実際的な基準である」とされて
います。その 2項にもロータリーの理念に従っ
て自分自身を律し、事業を行う事と記載されて
います。
　以上のことも含めて、ロータリーの活動の原
点は職業に繋がっていること、ロータリーが他
の奉仕団体と大きく異なる点は職業奉仕が中心
にあることだと解釈しても良いのではないかと
思いました。
　そうなると会員基準の職業人である必要が無
くなったというのは矛盾していると思うのです
が。それは別の機会に考えようと思います。
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●会員出席率報告（９月 25 日）第 1811 回
 会員総数  26 人
 出席者数  17 人
　  出席率 65.38％

ニコニコＢＯＸ 本日の合計
  　 ￥20,000-
累計 ￥208,500-

●ゲスト　
●メイクアップ

ニコニコＢＯＸ・あれこれ
（◎は大ニコニコです）

★どうぞ宜しくお願いします。	 池田美恵子
★奥山さん楽しみにしています。	◎鈴木誠二郎
★今晩は！奥山会員よろしくお願いします。
	 ◎戸張雅仁
★お会いできてうれしく思います。奥山さん卓
　話楽しみです。	 ◎小田利通
★宜しくお願いします。	 奥山源一朗
★奥山さんの卓話楽しみに。	 鈴田茂喜
★本日もよろしくお願い致します。久し振りに
　健康診断を受けたら身長が伸びていました。
	 関根　貢
★奥山さん、卓話楽しみに！。	 金子英生
★奥山さん、よろしくお願い致します。
	 齋藤　徹
★お久し振りです。	 照沼信行
★奥山会員、卓話楽しみにしています。
	 土佐洋子
★お久し振りでございます。	 富田　淳
★奥山さん、卓話よろしくお願い致します。	
	 原　和子
★奥山会員の卓話、よろしくお願いします。
	 堀内　章
★奥山様、卓話楽しみにしております。	 	
	 三上己紀
★奥山会員、よろしくお願い致します。
	 隈本源太郎
★奥山さんの卓話を楽しみにしています。
	 岡野正道

幹事報告：戸張雅仁幹事（９月 25日）
【ガバナー事務所・地区より】
◇公共イメージ・奉仕プロジェクト合同セミ　
　ナーの案内が来ています。
◇財団卓話決定の案内が来ています。
◇ 2020 〜 21 年度青少年交換募集の案内が来
　ています。
【到着刊行物】
【他クラブ案内】
【その他案内】
【今後の予定】
10月 9日（水）19：00 〜　エメラルドルーム
　卓話：地区会員増強・会員維持委員会
10月 16 日（水）12：30 〜	エメラルドルーム
　卓話：鈴木知一会員
10月 20 日（日）　地区大会
　相模女子大学グリーンホール：ホスト相模原
　ロータリークラブ
10月 23 日（水）19：00 〜	エメラルドルーム
　卓話予定
10月 30 日（水）19：00 〜	エメラルドルーム
　卓話予定

北鎌倉女子学園インターアクトクラブ加盟認証状
マークＤ．マローニーＲＩ会長から授与
ガバナー補佐　中込仁志（鎌倉ＲＣ）

　現年度ＲＩ会長が世界に先駆けて日本にご
来訪される、このことだけでも充分なビッグ
ニュースでした。しかも、当地区にご滞在され、
更にはご宿泊が鎌倉市内、驚愕でした。
　杉岡ガバナーより、私の担当グループ地域と
いうことから、行程の総括をご指示頂いたとき
に、事の重大性を改めて認識致しました。
　鎌倉ＲＣ横山英夫会長の全面協力の意志決定
を頂き、チーム編成、担当等の手配を始めたの
が 6月でした。当初は東京→鎌倉（散策）→小
田原の行程を確保し、鎌倉での散策をご案内す
るという予定でした。しかし、7月よりの新年
度に鎌倉ＲＣが新たにインターアクトクラブを
設立認証するというニュースに触れました。こ
れは好機とマローニー会長の学校訪問を検討致
しました。これが7月中旬。ここからは七転八倒、
とても書き切れません。
　ご来訪 10日前に完成した行程は、東京→鎌
倉（北鎌倉女子学園インターアクト設立認証伝
達式、大仏殿高徳院、ＲＩ会長ご夫妻歓迎晩餐
会）→小田原（以下ガバナー月信 9月号を参考）

北鎌倉女学園インターアクトクラブ加盟認証状


