
 
2017年 11月 10日 第 3221回例会 

 
ガバナー補佐訪問例会   於： 横須賀商工会議所 

＜点鐘・開会＞ １２：３０ 小 林 会長 

＜斉    唱＞ 「君が代」「奉仕の理想」 

＜唱 和＞ 「四つのテスト」 

＜ゲスト紹介＞ ＊社会福祉法人海風会 理事長 髙 井 一 雄 様 

 ＊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 様 

 ＊米山奨学生             金    璁 勍 様 

 ＊株式会社ウスイ 取締役 臼 井   健 様 

＜誕 生 月 祝＞ ＊ 井   貫（S. 3.11. 2） ＊越 川 昌 光（S.22.11. 3） 

 ＊長 尾 和 典（S.31.11. 3） ＊中 島   洋（S.46.11. 3） 

 ＊前 川 静 子（S.19.11. 3） ＊長 堀   薫（S.28.11. 6） 

 ＊佐久間 博 一（S.19.11. 7） ＊外 木 祥 司（S.27.11. 7） 

 ＊上 原 公 一（S.37.11.16） ＊薦 野   彰（S.28.11.20） 

 ＊齋 藤 慎太郎（S.30.11.23） ＊澤 田 菊 江（S.16.11.24）     各会員 

＜入 会 月 祝＞ ・新 倉 定 冶 ・兼 城   毅 ・鈴 木 之 一          各会員 

＜会 長 報 告＞ ＊フィリピン セブＲＣ８５周年記念式典への参加について 

 ＊クラシックジャパンラリー２０１７のお願いについて       

 ＊ガバナー事務所より 

  ・米山学友会主催「国際交流会」開催のご案内について 

    １１月２５日（土）１３：００～１６：３０ 

             於：小田原市役所梅の里センター ２Ｆ「大会議室」 

＜委員長報告＞ ＊雑誌委員会 澤田委員長よりロータリーの友１１月号 

 ＊親睦委員会 鈴木(之)委員長より年忘れ家族会のお願いについて 

 ＊ローターアクト委員会 小山委員長よりインターアクト年次大会 報告 

 ＊社会奉仕委員会 山田委員長より横須賀トモダチジャズポリオ撲滅運動 報告 

 ＊出席委員会 福西副委員長より１０月分出席報告 １０月平均出席率 74.79％  

 会員数 出席対象者数 出席数 欠席数 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ数 出席率 

１０月６日 １１３名  ９９名 ７５名 ２４名  １名 76.00％ 

   １３日 １１４名  ９７名 ６５名 ３２名  ５名 72.16％ 

   ２０日 １１４名 １０２名 ８０名 ２２名  １名 79.41％ 

   ２７日 １１３名 １０１名 ６４名 ３７名  ９名 71.57％ 

＜幹 事 報 告＞ ＊第２期会費納入のお願い 

 ＊青少年交換学生矢島はなさんより月例報告書 受領 

 ＊ガバナー月信No.５ 

 ＊週報・・横須賀北ＲＣより 受領 

＜出 席 報 告＞ ＊出席委員会 福西副委員長より１１月１０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 ９９名 ７１名 ２８名 １０名 80.20％ 

＜ニコニコ報告＞ 
 ・国際ロータリー第2780地区第１グループガバナー補佐 宮本清志様 本日は宜しくお願い致します。 

 ・上 林、原 田 両会員 社会福祉法人海風会 理事長髙井一雄様、ようこそお越し頂きました。 

         例会お楽しみ下さい。 

 ・髙橋（秀）   会員 海風学園髙井理事長ようこそお出でくださいました。その節はお世話様でした。 

 ・三    役 国際ロータリー第2780地区第１グループガバナー補佐 宮本清志様ようこそお越し 



         下さいました。本日はよろしくお願いいたします。 

 ・松 村、佐久間、瀬 戸、福 西、加藤（元）、吉田（啓）、勝 間、大 竹、山 、澤 田、 

  山 下、田 邉、秋 本、小佐野、鈴木（康）、吉田（清）、渡 邉、長 尾、谷、外 﨑、 

  齋藤（眞）、波 島、若麻績、藤 村、藤 原、渡辺（重）、丸 山、土 田、岡、新倉（定）各会員 

         国際ロータリー第2780地区第１グループガバナー補佐 宮本清志様ようこそお出で頂 

         きました。卓話楽しみにしています。 

 ・前 川、齋藤（眞）  両会員 米山奨学生 金璁勍様、ようこそお出で下さいました。 

 ・越 川、長 尾、前 川、長 堀、佐久間、 

  外 木、薦 野、齋藤（慎）、澤 田 各会員 誕生月祝いとして 

 ・新 倉、鈴木（之）  両会員 入会月祝いとして 

 ・三    役 先日の横須賀トモダチジャズでポリオ撲滅のための募金活動にご参加いただいた皆様 

         ありがとうございました。 

 ・瀬 戸、猿 丸、鈴木（之）、長 堀、北 村、鹿 島、新倉（良）、三 堀、門 井、新 倉（定）  各会員 

         １１月４日、ジャズフェスティバル会場にてポリオ募金活動が行われました。素敵な演 

         奏の中、多くの募金が集まりました。ご参加いただきました会員の皆様お疲れ様でした。 

 ・ＶＴＴ特別委員会 飯塚委員長 小佐野ＰＧ他５名の会員の皆様、セブＲＣ８５周年行事にご参加 

         ありがとうございます。身体に気を付けて交流をお願いいたします。 

 ・Enora   会員 CebuＲＣへ旅立つ皆様、Good Luck！ 

 ・４番テーブル田邉マスター、加藤（淳）サブマスター １０月３１日、甲羅本店にて４番テーブルミーテ 

         ィングが行われました。三役と三宅さんにもご参加頂き、大変盛り上がりました。小沢 

         会員美味しいお食事、田邉ＴＭお酒の差入れありがとうございました。 

 ・角 井、齋藤（眞）、根 岸 各会員 １０月３１日、甲羅本店にて４番テーブルミーティングが行われ 

         ました。三役と三宅さんにもご参加いただき、楽しい会になりました。小沢会員美味し 

         いお食事ありがとうございました。 

 ・５番テーブル岩瀬マスター、兼城サブマスター １０月３０日、５番テーブルミーティングをメルキュ 

         ールホテルで開催しました。小林会長はじめ三役の皆様にもご参加いただき和気あいあ 

         いと楽しい時間でした。皆様ありがとうございました。また、会場を提供くださいまし 

         た猿丸会員ありがとうございました。 

 ・若麻績、藤 村、丸 山、物 井、新倉（定）  各会員 １０月３０日、メルキュールホテルにて５番テー 

         ブルミーティングが行われました。三役にもご参加いただき大変盛り上がりました。 

         猿丸会員美味しいお食事ありがとうございました。 

 ・猿 丸 会員 １０月３０日、５番テーブルミーティングをメルキュールホテル横須賀で開催頂き 

         有難うございました。 

 ・６番テーブル飯塚マスター １１月８日（水）住よしにてテーブルミーティングを開催いたしました。 

         会長、副会長、三宅さんにもご参加いただき楽しい時間を持てました。テーブルの皆様、 

         鈴木嘉明サブマスター有難うございました。 

 ・原 田、上 林、鈴木（嘉）  各会員  １１月８日、住よしにてテーブルミーティングが開催されました。 

         会長、副会長、三宅さんにご参加いただき大変盛り上がりました。飯塚マスター、鈴木 

         嘉明サブマスターありがとうございました。 

 ・長 坂 会員 横須賀トモダチジャズ、無事に終了しました。たくさんのご協賛、ご協力ありがとうご 

         ざいました。 

 ・宮 島 会員 谷先生に素晴らしい写真をいただいて 

 ・鈴木（康）、岡 田、山 、吉田（啓）、北 村、長 堀、 

  勝 見、越 川、鈴木（之）、土 田、門 井、小林（一）  各会員 写真をいただいて 

 

 

＜卓    話＞               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 様（横須賀南西ロータリークラブ） 



 

 国際ロータリー第２７８０地区第１グループガバナー補

佐、横須賀南西クラブの宮本です。宜しくお願い致します。

第１グループでは、この横須賀が最後の訪問となります。

私のクラブは１７名くらいですから、これだけの人数を前

に緊張しております。また、たくさんのニコニコ、誠にあ

りがとうございました。まず、こちらの会員でありました

渡辺パストガバナーのご冥福をお祈りしたいと思います。

渡辺ガバナーの副幹事として私は大変勉強をさせていただ

きましたので、非常に残念であります。それではＲＩ会長、

及びガバナーの略歴と各方針を以下、述べさせていただき

ますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

【２０１７－１８年度 国際ロータリー イアン H.S. ライズリー 会長】 

 SANDRINGHAMロータリークラブ所属 （オーストラリア ビクトリア州）  

公認会計士。１９７６年に自身が設立したオーストラリア国内外の企業会計を専門とする Ian 
Riseley & Co.の社長。同社設立以前は、大手会計事務所や企業の監査および経営コンサルティング部

門に勤務。  

私立・公立学校の理事、サンドリンガム市諮問グループのメンバー、Beaumaris Sea Scouts 
Group の会長、Langi-Taan スキークラブの会長などを務めた経験があり、国際関係に強い関心を寄

せ、現在は多くの慈善団体で名誉監査人やアドバイザーを務めている。２００２年には東チモールでの活動

を称えられてオーストラリア政府より、「AusAID Peacebuilder Award」を受賞。２００６年には

オーストラリアの地域社会への貢献が認められて、オーストラリア勲章を受勲。１９７８年にロータリーク

ラブに入会して以来、財務長、理事、管理委員、ＲＩ理事会執行委員、タスクフォースメンバー、各種委員

会の委員と委員長、地区ガバナーを歴任。オーストラリアでのポリオ撲滅活動「Australian Polio 
Eradication Private Sector Campaign」の元メンバーであり、「ロータリー財団 ポリオのな

い世界のための奉仕賞」を受賞。 

ライズリー氏は、「ロータリーの未来には、企業や他団体とのパートナーシップが重要」であると話しま

す。「ロータリーがプログラムや人材を備えている一方で、外部組織はそのほかのリソースを持っています。

“世界でよいこと”をするという目標は、誰にとっても同じです。ポリオ撲滅活動をきっかけに多くの人が

ロータリーを知り、将来に新たなパートナーシップを築けることを期待しています。」また、「各国政府は、

ロータリーを善き市民団体の代表的存在と見ています。ポリオ撲滅活動でアドボカシー活動を行ってきたよ

うに、平和と紛争解決の分野でも政府への働きかけを行うべきです。」とライズリー氏は述べます。  

ライズリー氏は、パストガバナーであるジュリエット夫人とともに、ポール・ハリス・フェロー、メジ

ャードナーおよびロータリー財団遺贈友の会会員。お二人のお子さんと４人のお孫さんがおり、ムアルーダ

ックにある自宅の７ヘクタールの敷地では、持続可能で有機的な生活哲学を実践されています。   



【２０１７－１８年度 国際ロータリー第２７８０地区  大谷 新一郎 ガバナー 】                                       

 ２０１７－１８年度のスタートです。そして新しく相模原ニューシティＲＣを迎えて、地区内６６クラブ

の体制となりました。大変喜ばしいことです。国際協議会（サンディエゴ・２０１７年１月開催）において、

イアンH.S. ライズリーＲＩ会長は「ロータリー：変化をもたらす」というテーマを掲げられました。 

２０１７－１８年度「ロータリーとは何ですか」という問いに、私たちは「ロータリー：変化をもたらす」

というテーマで答えます。つまりどのような方法で奉仕することを選んだとしても、奉仕を通じて人々の人

生に変化をもたらせると信じているからで、ロータリーの活動が、人数が多かろうが少なかろうが、誰かの

人生をより良くしているのだと知っているからと答えております。そして１１２年の豊かな歴史があるロー

タリーは徐々に成長し成熟し、会員と地域社会の変わりゆくニーズに対応しながら変わりました。しかしそ

の根底にあるものは同じです。それは地域社会と世界に変化を生みだしたいという願いと、それを実現でき

るということです、と結んでおられます。この素晴らしいメッセージをサンディエゴ国際大会でお聞きした

時は、同期３４人のガバナーエレクトと共に感動し、ガバナー年度に向けての決意がより一層増したことを

覚えております。 

 

＜地区方針＞ 

イアン H.S. ライズリーＲＩ会長の方針をよく理解し、何よりも会員増強を第一に挙げさせて頂きました。

そして特に女性会員の入会と若い世代の会員を推進していきたいと思っております。日本国内において当地

区は女性会員の比率は第２位（９％）ですが、まだまだ低いと思っています。また、ポリオ撲滅にあとわず

かとなりました。２０１７年１月より全世界において発症は５月現在５件であります。世界からポリオを根

絶するという目標をしっかり持ち続けて、完結しようではありませんか。 

それらを踏まえ、以下の地区目標を立てました。 

 １）増強を最重点にいたします。 

   女性会員と若い会員の増強を軸に、 

    ① 会員５０名以下のクラブは１名以上。 

    ② 会員５１名以上のクラブは２名以上。 

 ２）戦略計画の実行。 

   公共イメージと認知度の向上（メディアとの連携）を重点に。 

 ３）寄付のお願い［奉仕活動への資金の貯蓄という考え］ 

    ① 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／クラブ 

      ポリオ ４０ドル以上（撲滅までの理解） 

      地区補助金・グローバル補助金の積極的利用。 

    ② 米山奨学会 ２０，０００円以上 

 ４）ＲＩ会長賞（３つの戦略的目標のうち各４項目達成） 

 ５）マイロータリーの登録率向上 

 ６）柔軟性の正しい理解（２０１６年規定審議会） 

 以上６項目を掲げさせて頂き、目標に向かって粉骨砕身頑張る所存です。この１年間、会長・幹事の皆様

そしてクラブ会員の皆様、共に活力あるクラブ創りとロータリーライフをエンジョイしましょう。 

宜しくお願いします。 

 

 
＜閉    会＞ １３：３０ 小 林 会長 

 

                                   週報担当 曽 我 宗 光 


