2017 年 10 月 13 日 第 3218 回例会
於： 横須賀商工会議所
＜点 鐘 ・ 開 会＞ １２：３０ 小 林 会長
＜斉
唱＞ 「手に手つないで」
＜会 長 報 告＞ ＊新会員入会 角 井 駿 輔 会員

＊ガバナー事務所より
・国際ロータリー第２７８０地区ローターアクト第２９回地区年次大会の
ご案内について
１２月３日（日） 13:00～ 登録受付開始 13:30 開会式
17:30～ 懇親会（19:30 終了予定）
開催場所：小田原箱根商工会議所（小田原駅東口より徒歩５分）
・地区会員増強・会員維持セミナー「ロータリーの魅力のためのセミナー」
開催について
１１月２４日（金）15:00～17:00 開催場所：鎌倉パークホテル
＜委 員 長 報 告＞ ＊社会奉仕委員会山田委員長よりポリオ撲滅運動について
＊長坂会員より「横須賀トモダチジャズ２０１７」協賛のお願いについて
１０月２８日、２９日
於：ベイサイトポケット
１１月３日、４日、５日 於：ＹＴＹとドブ板でジャズのライブがあります。
＊八木会員より「しずくちゃんを救う会」と「まるごと横須賀の映画を作る会」の
チャリティー映画鑑賞会について
１０月２２日（日）
、湘南信金ホールで映画を観ます
＜幹 事 報 告＞ ＊ガバナー月信 No.４
１１月１７日（金）例会にガバナー公式訪問があり、例会終了後３０分ほど
フォーラムの予定。
＜出 席 報 告＞ ＊出席委員会 植田委員長より１０月１３日の出席報告
会 員 数 出席対象者数 出 席 数 欠 席 数 メークアップ数 出 席 率
１１４名
９７名
６５名
３２名
４名
71.13％
＜ニコニコ報告＞
・吉田（清）、大 野、鹿 島、濱 田 各会員 誕生月祝いとして
・渡辺（治）、大 野 両会員 入会月祝いとして
・三
役 角井駿輔会員、入会おめでとうございます。ロータリーライフを楽しんでください。
・植 田、加藤（淳）、八 巻、松 村、瀬 戸、福 西、渡 邉、
大 竹、鈴木（嘉）、齋藤（眞）、勝 間、濱 田 各会員
角井会員、入会おめでとうございます。ロータリーライフを楽しんでください。
・角 井 会員 本日入会させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
・三
役 クラブ協議会、ご報告の方本日はよろしくお願いいたします。

・鹿 島、兼 城、新倉（良）、濱 田、物 井、新倉（定） 各会員 地区大会にご出席された皆様、お疲れ様
でした。本日ご報告の皆様よろしくお願いします。
・八 巻、鈴木（豊）、鈴木（之）、淡 路 各会員 先日のローターアクト例会は、エノーラ会員を講師に
英会話教室でした。出席した皆様、大変勉強になったようです。エノーラ会員ありがと
うございました。
・上 林、岡 田、吉田（清）、福 西、井 苅、波 島、飯 塚、
田 邉、勝 見、小林（康）、齋藤（眞）、根 岸、勝 間、澤 田、
門 井、石 田、新倉（定）、野 坂、越 川、濱 田 各会員
髙橋さん米寿おめでとう。今後共御元気で！ベイビー・ブーは素晴らしかった！！
・八 木、猿 丸、岡 田、藤 原 各会員 本日映画「スカブロ」リバイバル上映の最終日です。
ちょうど今、昼の部上映中です。エンドロールに流れる「協力：横須賀ロータリークラ
ブ」の文字は永遠です。ありがとうございました。
・長 坂 会員 ヨコスカトモダチジャズ２０１７、１０月２８日から始まります。ご協力、ご協賛あり
がとうございます。
・丸 山 会員 何となく
・八 木、澤 田、江 沢 各会員 写真をいただいて
＜卓

話＞

「 第１回クラブ協議会 」
（地区大会報告）

◇小 林 康 記 会長
過日の地区大会には２１名もの多数の会員の方々にご参加頂き、まことにありがとうございました。
１０月１７日の第１日目９時３０分四種委員会が開催されました。ここでは、登録、資格審査、選挙、決
議委員会があり、私は渡辺パストガバナーが委員長を務めます登録委員会に出席し、今地区大会に参加され
る２千数百名の登録の確認を致しました。続いて１０時より、選挙人会が開かれ、２０１９年規定審議会制
定案の地区承認に関する件が決議されました。詳しくは、北村会長エレクトより後程報告がございます。そ
の後、美味しいカレーライスの昼食を挟んで、会長・幹事会が１２時３０分よりＲＩ会長代理、鈴木宏様、
第２５５０地区パストガバナー（宇都宮北ロータリークラブ）をお招きして、２時間ほど開かれました。大
谷ガバナー、鈴木ＲＩ会長代理のご挨拶の後、四種委員会の各委員長のご報告、そして２０１６－２０１７
年度地区決算報告があり、更に地区の各種委員会報告がございました。委員長報告では、まず初めに佐久間
博一米山奨学・米山学友委員長より「本年度地区米山奨学生として２８名の学生さんをお預かりし、各世話
クラブ、カウンセラーの皆様には大変おせわになっております。また、出身国別では中国・韓国が各５名、
ベトナム・台湾・モンゴルからは各３名、タイ・マレーシアからは各２名、その他ネパール、イラン、トル
コ、エジプト、ノルウェーから１名ずつ、１２か国と例年以上に多くの留学生が在籍し、米山事業の目標と
している世界の平和、異文化交流に有効な体制で活動しております。
」などとその他諸々の報告がございま
した。佐久間委員長は持ち時間３分をぴったりお使いになり、報告を終わられました。その他の委員会報告
は割愛させていただきます。
その後、地区指導者育成セミナーが開かれ、米山明里さんもご講演されました。詳しくは北村会長エレク
トより報告がございます。そして最後にＲＩ会長代理ご夫妻の歓迎晩餐会が開かれ、京都祇園の芸妓さん、
舞妓さんの祝舞が披露され、盛大に行われました。午後８時頃「手に手つないで」を合唱し、終了いたしま
した。
２日目の１８日は、９時３０分より新世代交流会が開かれ、後ほど報告のある各担当委員会の方々が参加
されました。午後は１２時３０分より本会議が開かれました。詳しくは勝見幹事より報告がございますが、
私からは各種表彰について報告致します。
まず。長寿会員の表彰があり、当クラブからは 井貫会員、髙橋秀行会員、上林茂会員、太田陽三会員が
表彰されました。続いて、ＲＩ会長賞、出席率優秀クラブ、ロータリー財団寄付優秀クラブが表彰を受け、
ロータリー米山記念奨学会寄付関係では、当クラブが表彰を受けました。これについては、谷直前会長から
のちほど報告がございます。

その後個人表彰については、別紙お配りした通りでございます。午後６時からは場所を小田急ホテルセン
チュリー相模大野に移して、大懇親会が開かれ、盛大かつ和やかなうちに終了致しました。ここでもカレー
ライスが大変美味しかったです。 以上で私の地区大会報告とさせて頂きます。ありがとうございました。
◇谷
繁 信 直前会長
こんにちは。今、小林会長がおっしゃいましたが、私は２日目１８日の本会議についてお話しいたします。
一連の開会式セレモニーの後、黒岩神奈川県知事と加山相模原市長へ記念事業の披露と目録贈呈が行われま
した。お二人から祝辞と感謝の言葉が述べられました。神奈川県「動物保護センター建設基金」へ寄付金贈
呈、相模原市「小中学校教育に関する事業」に対して寄付金の贈呈が行われました。
記念講演は、ジュディ・オングさんの「輝いて生きる」でした。若いころは「魅せられて」の大ヒット等、
歌手、女優として活躍されていましたが、近年は色々な奉仕活動をされています。特に２０１４年にはロー
タリーポリオ撲滅大使を務めておられます。
その後、各種表彰に移りました。ロータリー財団表彰では小沢一彦会頭がアーチ･クランフ･ソサエティー、
渡辺治夫会員が大口寄付者として表彰されました。ロータリー米山記念奨学会寄付で我が横須賀ＲＣは
「８０００万円達成クラブ」
「米山寄付一人あたり優秀クラブ１位」
「米山寄付総額１位」の三つの表彰を頂き
ました。
◇北 村 理和子 会長エレクト
私は選挙人会と地区指導者育成セミナーに参加いたしました。
地区大会選挙委員長より開会の挨拶後、ＲＩ規定審議会制定案について各クラブから選挙人を選出し審議
をいたしました。審議内容は大和ロータリークラブより定款の改正について提案がありました。２０１６年
規定審議会決定による標準ロータリークラブ定款において「第７条例会と出席に関する規定の例外」を強調
しそれぞれの柔軟性を表現するため、条文、条項に対していくつも「第７条例会と出席に関する規定の例外」
が飛んで指示しており非常に読みにくいので、これを整備し理解しやすい項目にすることについて審議しま
した。選挙人出席クラブ８１クラブ、賛成８０票反対１票によって賛成評決し、審議結果をＲＩに提議する
ことになりました。
午後より地区指導者育成セミナーがございました。大谷新一郎ガバナーよりご挨拶いただき、ＲＩ理事エ
レクトの三木明氏の講演がありました。テーマは「これからのロータリーを考える―規定審議会より見える
もの」です。ＲＩは「２０１６年クラブ運営に大幅な柔軟性」を認めたが、基本理念は変わらない、よって
定款の現行をかえるものではないが、クラブ細則を柔軟に変える事ができる事となりました。社交行事を例
会にみなす事ができるが奉仕プロジェクトは例会とみなします。又、会員の自動終結は無くなりました。
ＲＩ人頭分担金を支払った者が正会員であり、名誉会員、準会員でも人頭分担金を支払う者は正会員とし
て登録となります。そして、入会金を徴収してはいけない、とありましたが徴収しても良い事となりました。
例会について、１か月・２回は開催しなければならない、よってそれ以上の開催が望ましい。会員の資格
について、善良で高潔性、リーダーシップを持ち社会的に良い評判を持っている人、そして価値観の共有、
平和を尊重し、奉仕と友情の輪を広げる事を理解している人。又、出席率の高い会員はロータリーの理解者
である。ロータリアンは傍観者であってはならないとのことでした。
最後に、ロータリークラブは奉仕の心を育てる使命を持った団体であり、
「四つのテスト」をいつも心に
おいた行動が大切であるというお話を伺いました。
◇小 山 陽 生 ローターアクト委員長
こんにちは、ＲＡ委員長の小山です。９月１８日（月）９時半からの新世代交流会に出席しました。会場
は、小田急センチュリーホテル相模大野８階でした。テーブルは抽選で１３番テーブルに着席しました。私
のテーブルは、三浦学苑の武田先生、インターアクトの生徒２名のほか、立花学園の先生、インターアクト
の生徒２名とロータリアン私を含め３名、米山学友のマレーシア人の金さんが御一緒でした。なんと金さん
は前々回の２００１－２００２の地区大会をメルキュールホテルで行った際、スピーチをして下さった方で
した。とても明るく和やかでユーモアがあり、席を大いに盛り上げて貰いました。今回は、９名の新世代ス
ピーチで「未来の夢」という表題が付いていました。中でも７番目にスピーチをした、第１６期平和フェロ

ーのエリザベスさんの話に圧倒されました。１０歳で国連を通し知った貧困のアフリカの人たちに寄付をし、
国連の素晴らしさを知ったエリザベスさんは、国連で職に就き、アフリカ・中近東と職場を移動し、また、
キャリアを積むために日本のキリスト教大学に平和フェローを通じ、勉強しています。年齢は定かではあり
ませんが、好奇心を何時でも忘れないチャーミングな方でした。今回は、短い時間の中、９名のスピーチで
したので時間が短く、人数を減らしても、もう少し、じっくりと聞きたかった方たちがとても沢山いらっし
ゃいました。また、今まではテーブル番号を振り分け、ディスカッションや発表に時間を上手く振り分けて
いましたが、今回は自己紹介くらいでいつもより親交が深められず、偶然一緒に居合わせた機会を消化不足
の感じがして残念でした。
最後に、本会議の中で新世代紹介が在りますが、財団学友・青少年交換・ロータックス・と続き、インタ
ーアクトが壇上に上がると４～５名で一番少なかったです。私が山川会長を通じ、横須賀ローターアクトの
皆さんに新世代交流会への参加を促さなかった責任を痛感しました。次年度は、同じ過ちをしないように委
員長にお願いしたいと思います。
◇齋 藤 眞 且 米山奨学委員長
みなさん、こんにちは。私はクラブの米山委員として地区大会に参加してきました。クラブの米山委員と
して参加すべきは、午前の新世代交流会と本会議での新世代紹介でした。しかし朝８時から行われた米山奨
学生によるお茶とお菓子のサービスの準備にかかりきりで、奨学生時間なのか時間になっても彼らはなかな
か集まらず、我々委員が汗だくになってソファーなどの撤去を行い会場づくりを行いました。しかも会場が
離れていたため新世代交流会には行けずじまいでした。
今年のお茶サービスは大盛況でした。その理由は参加されている皆様はトイレに行く通り道にお茶サービ
スのコーナーがあったということだと思います。今後お茶サービスはトイレの近くが良いのではないかとい
う話をしております。
新世代紹介も主役の奨学生たちが全員いなくなるため、お茶サービスの場所は我々が留守番をするという
形になり、彼らの壇上での姿を見ることが出来ずじまいでした。が、米山はここで終了ではありませんでし
た。会場の現状復帰をしなければなりません。このため、唯一の慰めであった大懇親会は佳境半ばでの参加
となり、くたくたの終了となりました。帰りの駅でのプロントでの一杯が和みました。プロントにおつきあ
い頂いた皆様、ありがとうございました。
◇勝 見 慎 一 幹事
地区大会では２１名の会員の皆様にご参加いただき誠にありがとうございました。各プログラムに出席い
ただいた皆様からご報告がありましたので、私からは全体の流れを報告させていただきます。
大会一日目は台風１８号の影響で、非常に雨風が強い中開催されました。最初に選挙人会に出席をさせて
頂きました。内容は２０１９年規定審議会制定案、地区承認の件に対して選挙が行われました。１クラブだ
け反対票がありましたが、その他のクラブは賛成票を投じられ、無事に決議がされました。
次に、昼食を挟み会長幹事会に出席をさせて頂きました。会長幹事会については会長からも報告がありまし
たので、印象に残ったところだけ報告させていただきます。今回ＲＩ会長代理としていらっしゃいましたの
は、第２５５０地区パストガバナー宇都宮北ＲＣの鈴木宏様でした。この方は、山形県出身で宇都宮育ちと
言う事で、山形弁と栃木弁が程よくミックスし、非常に親しみを感じるご挨拶をされていました。当日はご
自身が監修された、漫画『初期ロータリーをかえりみて』を各クラブに一部ずつ用意下さいました。こちら
の漫画は事務局にお渡ししてありますので是非ご覧になっていただければと思います。初期ロータリーの歴
史、ポールハリス誕生から決議２３－２４承認までを非常にわかりやすく描かれております。
地区委員長報告では、直前に持ち時間が５分から３分に短縮されたこともあり、各委員長の方が、後ろの
席から出される残り時間１分間のプラカードに焦りながら報告をされていました。当クラブの佐久間委員長
だけは、３分間ぴったりで報告をまとめていたので流石だなと思いました。
次に出席した地区指導者育成セミナーについては、北村会長エレクトよりご報告がありましたので割愛させ
ていただきます。１日目最後はＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会に出席いたしました。
横須賀での地区大会以外での晩餐会は初めてでしたが、３年前にロータリーバンドで演奏した時の事を思い
出して懐かしい気分で楽しめました。

二日目は前日の荒天が嘘のように、台風一過で良いお天気となりました。
ホテルから相模女子大学グリーンホールへと移動し、１２時３０分に点鐘が行われました。先ずは、開会の
言葉・国歌斉唱・ロータリーソング斉唱が行われ、次に物故会員への黙祷が行われました。当クラブでも大
河原会員が亡くなられておりますので、より深くご冥福をお祈りさせていただきました。
記念講演では、歌手のジュディ・オングさんが来られて「輝いて生きる」との演目で講演されていました。
ジュディ・オングさんと言えば「魅せられて」が有名でございますが、お話の方も大変お上手で、程よく来
た眠気が飛んでしまうくらい聞き入って元気をいただきました。また、ポリオの募金についても非常に熱心
で、講演終了後に自らが募金活動をしながら会場を回られていました。
表彰については別紙で皆さんにお配りしておりますが、当クラブから非常に多くの会員の方が表彰されてい
て、大変誇らしく思いました。特に米山記念奨学会寄付 第１位（一人当たり 41,468 円）と言う事で、会
員一人ひとりが寄付に対して積極的にご尽力をいただいていることに、さすが横須賀ロータリークラブだな
と改めて思うことが出来ました。
最後に大谷ガバナーが謝辞を述べられましたが、感極まって言葉が出ない場面がございました。これは、
この大会にかける大谷ガバナーの熱き思いと、準備段階から第５グループの皆さんで苦労されてきたことへ
の、感謝の思いだったのではないかと思いました。
以上をもちまして、非常に盛大で良い地区大会であった事を報告し、私からの報告とさせていただきます。

＜閉

会＞ １３：３０ 小 林 会長
週報担当 原 田 早 苗

