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出
席
報
告 

ゲスト 0名 ビジター 1名 会員 24名 

欠席 5(免除者 2名) 出席率 86.36％ 

前回の修正出席率 91.30％ 前々回の修正出席率 87.50％ 

 

 

会 長 挨 拶 幹 事 報 告 

会 長 神谷 一博  

幹 事 深澤 昌光 

第 ２５４４回 例会 
平成２６年７月４日（金） 
天候 くもり 
合唱 君が代 

それでこそロータリー 
四つのテスト 

今期初めての点鐘を打たせて頂きました、緊張します。

後 45～46 日程役が回ってきますが点鐘を打つ度にその

重責が感じられます。皆様どうぞ一年間お付き合い下さ

いませ。宜しくお願い致します。先ほど一回目の理事会

を開かせて頂きました、後ほど幹事報告で内容について

の説明があると思います。項目は下記のとおりです。 

 1.予算決算について     

 2.活動計画について 

 3.会長・幹事・各委員長の引き継ぎの件 

引き継と歓送迎会は１８日夜、別会場を用意いたし

ますので皆様の参加をお待ちしております。 

本日は湯河原ロータリークラブへ澤田君雄ガバナー補

佐にお越しいただきまして、今年度の RI 並びに地区と

第９グループの活動方針をスピーチして頂きます。 

澤田さま湯河原ロータリークラブへようこそいらっし

ゃいました。有難うございます。時間はたっぷりと取っ

ておりますので後ほどスピーチをお願いいたします。 

 本日は、スケジュールが目白押しの為会長挨拶はこ 

れで終わりにしたいと思います。重ね重ねこれからの 

一年間一生懸命に役目をしますので皆様のご指導ご鞭 

撻のほどよろしくお願いいたします。 

スマイルＢＯＸ 

事務所 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 566湯河原温泉観光協会内 
TEL 0465(64)1234 FAX 0465(63)1716 

例会場 静岡県熱海市泉 107 ニューウェルシティ湯河原 
TEL 0465(63)3721 FAX 0465(63)6401 

例会日 毎週金曜日  １２：３０～１３：３０ 

国際ロータリー日本事務局より 

1．国際ロータリー半期報告書提出のお願い 

2．財団ニュース 7月号ご届きました。 

ガバナーより 

1．上期地区資金･地区大会分担金納入のお願い 

 7月中に送金をお願いします。 

2．2016年規定審議会アンケートのお願い 

 提出期限：7月 10日(木) 

3．地区奉仕プロジェクトセミナー開催のご案内 

 日時：７月２６日(土)１４時～１７時 

 場所：アイクロス湘南７階「会議室」 

対象者：会長･幹事･奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長 

社会奉仕委員長･国際奉仕委員長 

各クラブ２名の出席をお願いします。 

 回答期限：７月１５日(火) 

連絡事項 

1．次週は、例会場がレストラン奥の｢千歳｣となります。

皆様お間違えのないようお願いします。 

事前メークアップ 0名 

 

会員誕生日  室伏 学君(7/4) 

入会記念日  室伏 学君(1 年･H25.7.5) 

澤田君雄君  今年度宜しくおねがい致します。 

西山 敦君  6/29 五所神社夏越の大祓に大勢の 

方が参列されました。 

高杉尚男君  今年の会計のお役目ですが、クラブ 

協議会に出られなくて申し訳ありません。 

石田浩二君  優良事業所として県消防より表彰され 

ました。 

室伏 学君  ６月２７日～２９日、誘客イベントの 

ため台湾の台北に行ってきました。 

今年度初めての例会なので全員でスマイル 

ビジター 第９グループガバナー補佐 澤田君雄君 
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  d.例会の雰囲気を楽しいものにし、新会員に 

気を配る。    
  e.入会前に推薦者が候補者の家庭を訪問、夫人 
   の理解と協力を求める。 
  f.ロータリーは先ず家庭からだという事を 

忘れてはいけない。    
  g.メイクアップを推進して、他クラブを勉強。 

h.ＩＭにおいて、必ず「新会員の紹介」を取り 
 入れる。    

 ②Eクラブを立ち上げ。    
 ③女性会員の拡大。    
 ④40歳代会員の拡大。    
 ⑤新会員に対してカウンセラー（スポンサー） 
  方式を取り入れ。    
 ⑥クラブ会費の見直し。    
 ⑦クラブ例会の開催日、時間の見直し。  
⑧クラブ会長の熱意、姿勢が重要であり、      
意識高揚を図る。  

⑨退会者の再入会を期待して、週報を送る。 
⑩ロータリーの「隠匿の振る舞い」から 

  「公共イメージと認知度の向上」への意識改革 
   を推進。     
 ⑪現行から 10％アップの 225名純増。その内 170名   

を各グループで。     
2. 公共イメージと認知度の向上 
①1分間でロータリーの魅力を説明。  
②ロータリー・デイを設ける。  
③地域におけるイベント等にロータリーマークを 
 掲げて参加。     

 ④色々な広告媒体を通じて、ロータリーの認知度 
  を高める。     
 ⑤ロータリーバッチ着用を徹底。  
3.寄付の獲得     
 ①財団寄付 1人 200ドル以上   
②ポリオ寄付 1人 40ドル以上   
③ベネフィクター1クラブ 1名以上    
 a.会員 50名未満のクラブは 1名  
b.会員 50名以上のクラブは 2名  
c.会員 100名以上のクラブは 3名  

④米山奨学金 寄付 1人 20,000円以上  
 第 2780地区のサブテーマ   
「ＬＩＧＨＴ ＵＰ ＭＹせＬＦ」（自分自身に輝きを） 
 本年度の RI のテーマ「ＬＩＧＨＴ ＵＰ ＲＯＴＡＲ
Ｙ」（ロータリーに輝きを）を実現させるためロータリア
ンの皆様一人一人が輝く事で、クラブを輝かせる事が出
来、奏する事でロータリーを輝かせる事ができる。 
    「五つのカンドウ」   
一、感 動 一生懸命（一所懸命）ロータリー 生活を 

通じて、大いに感動しよう。   
二、歓 働 歓んで働こう「歓ぶ」という文字と「働く」 

という文字で「歓動」。 ロータリーの活動が出来る 
のは、幸せなこと。 

三、汗 働 汗を出して働こう「あせ」と言う文字と、「働」
という文字で「汗働」。汗して働いて手に入れた成果こ
そが身につく。  

四、貫 働 道を貫こう 「つらぬく」という文字と、 
「みち」という文字で「貫道」。ロータリーの精神を 
貫く。    

五、環 働 輪になって働こう。環境の「かん」という 
文字と「働く」で「環働」。「環」と言う文字は「輪の形」
を表す。皆で円陣を組んで、心を一つに団結を 
高める      

○ロータリーは何と言っても、クラブが基本で、クラブ 
の取組みが最も重要。    

○皆様のクラブと地区を結び付け、皆様の取り組みが 
より充実し、楽しく、また意義あるものとなるよう、 
ガバナー補佐として努 力をする。  

○皆様のご健勝、そして湯河原ロータリークラブの益々の 
ご発展をお祈りする。  

ガバナー補佐 澤田君雄様 
       
○本年度第９グループのガバナー補佐をさせて頂いています。 
箱根ロータリークラブの澤田です。どうぞよろしくお願い申し 
上げます。 

○ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン RI 会長のプロフィールと方針について
   
【プロフィール】     
1945年中国の南部に生まれ、台湾育ち。   
米国イースタン・ミシガン大学を卒業。   
ニューヨーク州の保険大学で経営学修士の学位取  
現在 新光セキュリティー会社名誉会長。   
1976年 31歳で台湾の台北市ロータリークラブ入会。  
地区ガバナー、RI の理事、副会長、財団管理委員、その他委員
やタスクフォース委員ならびに委員長を歴任。 
    
家族はコナリー夫人、息子さんが一人、娘さんが２人、全員がロ
ータリー財団のメジャードナー。コナリー夫人は、台湾に生まれ、
台湾育ち。大学で文学を学び、現在画家として大活躍中。台湾非
営利連盟から「台湾市民奉仕賞」を受賞台湾内務省より「卓越し
た社会奉仕貢献賞」を受賞 2001 年のロータリー国際大会で、米
国テキサス州サンアントニオ市から「名誉市長」となる。RI 超
我の奉仕賞、会長賞、ロータリー財団功労賞表彰状と特別功労賞
を受賞。       
【今年度(2014-15年度)のテーマ】  
 「ＬＩＧＨＴ ＵＰ ＲＯＴＡＲＹ」 
  （ロータリーに輝きを）   
世界では常に多くの人々が助けを求めていて問題が山積み。何も
しなければ、何もかも暗闇のまま.その暗闇にロウソクを灯すの
がロータリーです。世界 120万人の会員全員がロウソクを灯しま
す。力を合わせれば、世界を光で輝かせることができる 
   
【行動方針】     
「会員増強について」     
 世界の会員数を 120万人から 130万人に増やす。 
「寄付について」     
 全員で財団を支えなければいけない 
「ロータリー・デイの開催について」 

次年度にそれぞれの地域社会で「ロータリー・デイ」を実施。 
「ポリオ撲滅について」   
 ポリオを撲滅してロータリーが偉業を成し遂げる力を 
備えた組織であることを実証。 

○第 2780地区 渡辺治夫ガバナーのプロフィールと方針 
【プロフィール】    
生まれも育ちも、東京都新宿区高田馬場（三代続いた江戸っ子）。
小学校三年から水泳を始める中学生でイトマンスイミングクラ
ブに入る。後に東京オリンピックで活躍する木原美智子選手や角
界のプリンスと言われた貴乃花関と一緒に練習 1964 年高校 2 年
生で、東京オリンピックの水泳競技大会でボランティアを体験。
水泳選手として オリンピックに出場を目指す。中央大学理工学
部に進学。1968 年大学 2 年生の時にメキシコオリンピック選考
会に平泳ぎで挑戦全日本第 6 位となり惜しくも代表選手になれ
ず。メキシコオリンピック競泳では、ドルフィンキックで有名な
平泳ぎの田口信教（たぐちのぶたか）選手が活躍。住友商事株式
会社を経て現在は湘南菱油株式会社 代表取締役。 
【行動方針】    
本年度の重要実行目標 3項目   
1. 会員増強     
2. 公共イメージと認知度の向上   
3. 寄付の獲得 
1. 会員増強     
 ①退会防止を強化    
  a.新会員の情報教育は情報委員だけに任せずクラブ会員 

全員で当たる。   
  b.新会員には、すぐに役割を与える。  
  c.推薦者は永久的に、その会員のスポンサーとなり、責任を 

持つ。 

卓 話 


