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＝＝  本本日日ののププロロググララムム  ＝＝  

ガガババナナーー公公式式訪訪問問  

━━  会会長長挨挨拶拶・・報報告告  ━━  

本日は待ちに待ったガバナー公式訪問ということで

大谷ガバナー、加藤ガバナー補佐が来ていただいてお

ります。 

 先週末、台風の中、地区大会が開催されました。特

に１８日の懇親会もほとんどの方が最後まで参加さ

れていました。また、ガバナーの最後の挨拶のとき、

ガバナーが涙を流すような、素晴らしい会でした。本

日はその大谷ガバナーから素晴らしいご指導をいた

だきたいと思います。 

 

○ガバナー事務所 より 

・地区資金会計報告 

・地区大会の御礼 

○国際ソロプチミスト厚木 より 

・第 42 回チャリティーパーティーのご案内 

 

 

 

 

 

 

○厚木市社会福祉協議会 より 

・「社協あつぎ」第 147 号送付について 

○シキホールセントラル RC 会長 原田淑人様より 

・お願い「モリンガ茶を飲んで島の子を支援」 

○社会福祉法人神奈川県共同募金会 より 

・赤い羽根共同募金への協力お願いが届いております。 

 

━━  幹幹事事報報告告  ━━ 

例会変更のお知らせ：大和中ロータリークラブ 

9 月 14 日の例会が９月 18 日の地区大会に振替 

10 月 12 日の例会が 10 月 10 日の移動例会に振替 

10 月 19 日の例会が取りやめ 

10 月 26 日例会が 10 月 29 日家族移動例会に振替   

 

━━  委委員員会会報報告告  ━━  

○青少年交換留学生委員会 

担当：笹生理事 

長塚レイラさんが台湾に留学し、1 ヵ月が経ちました。
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先日メールが来まして、４１７０地区の台湾のロータ

リークラブに行かれて、クラブの方と習字の練習をさ

れたとの報告がありました。 

  

━━  おお祝祝いい行行事事  ━━  

担当：石川 会員 

≪入会記念≫ 

加藤 会員 平成 9 年 9 月 24 日 

≪配偶者の誕生日≫ 

建部 会員の奥様 9 月 25 日 

黒木 会員の奥様 9 月 26 日 

≪会員誕生日≫ 

藤川 会員 9 月 21 日 

誕生祝いをしていただき、有り難うございます。また、

ガバナー公式訪問の日に誕生祝いをしていただき、光

栄です。62 才に明日なります。体の方はそれなりに

年相応になってきていますが、外見にはお金をかけて

磨いています。これからも楽しいロータリーライフを

過ごしていきたいと思います。皆様あっての楽しいロ

ータリーライフですので宜しくお願いします。 

━━  ガガババナナーー公公式式訪訪問問  卓卓話話  ━━  

担当：大谷ガバナー 

・ガバナーとしてやるべきこと、の最初に今年度の

RI 会長の紹介があります。イアン.ライズリーさんと

いう方ですが、写真のとおり、温厚な印象の方です。 

・世界には 539 の地区があり、日本には 34 地区あ

ります。そのそれぞれにガバナーがおりますので、

日本には 34 人のガバナーがいるということです。 

・イアン.ライズリーさんの会長テーマは

「Rotary:Making a Difference」です。共通日本

語訳は「ロータリー：変化をもたらす」となります。

私はこの「：」（コロン）を「は」であり「に」で

あると理解しています。 

・地区方針について 6 項目あげさせていただきました。 

・第一に「増強を最重点にします」とさせていただき

ました。女性会員と若い会員の増強を軸に会員 50

名以下のクラブは 1 名以上、50 名以上のクラブは

2 名以上を継続したいと思います。 

・リーマンショックの影響もあり、ロータリアンの数

は激減していましたが、現在は台湾やインドの貢献

もあり回復傾向にあります。日本も回復傾向ですが

まだ少ない状況です。特に日本は世界に比べて女性

の比率が非常に少ないと言わざるを得ません。世界

ではガバナーの 5 人に１人は女性です。 

・2 番目に戦略計画の実行です。公共イメージと認知

度の向上、特に地域密着のメディアとの連携を重点

におきたいと思います。 

・３番目に財団です。重要なことは平和への貢献・寄

付という理解ではなく、奉仕活動への資金源であり、

奉仕の実践への貯金と捉えていただきたいという

ことです。 

・次にポリオ寄付です。いつまでやるのか、という話

はありますが、２０年前は世界で３０万人の子供た

ちがかかっていましたが、現在は 2017 年８月末

で 9 人の子供たちがかかっている状況です。あと少
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しでなくなると思います。もう少し頑張りましょう。 

・米山記念奨学会についてですが、現在 2 万人弱が奨

学生となっています。返済は求めませんが、将来日

本とそれぞれの国の架け橋となることで恩を返し

てほしいと確り伝えています。 

・RI 会長賞についてはこれを目標とするよりは、手段

として活用してほしいと思います。 

・マイロータリーの登録率向上に関しては、現在

18.3%ですが、各クラブ 25％以上を目標にしてい

ただきたいと思います。 

・最後に「柔軟性の正しい理解」についてですが、柔

軟性の導入はクラブの自主性において、クラブの総

意で決定していただきたいと思います。柔軟性の導

入は厳しくすることも緩和することもでき、決して

緩和だけではありません。重要なことは、導入によ

って成果がでなければ意味がないということです。 

 

━━  ススママイイルル  ━━  

☆お客様のスマイル 

【大谷ガバナー】 

本日は、ガバナー公式訪問に参りました。宜しくお願い

致します。 

【加藤ガバナー補佐】 

本日はガバナー公式訪問で参りました。宜しくお願い致 

 

 

 

 

 

 

 

 

します。 

☆当クラブ会員のスマイル 

【齊藤	 会長・小島	 副会長・笹生	 会長エレクト・佐

藤幹事・五十嵐	 副幹事】 

本日はガバナー公式訪問の日です。大谷ガバナー、加藤

ガバナー補佐、ようこそ当クラブへ。どうぞよろしくお

願いいたします。また、地区大会大変にお疲れ様でした。

藤川さん、ハッピーバースデイ。 

【佐々木	 会員】 

地区大会を成功裏に終え、初めてのクラブ訪問、お疲れ

様です。当クラブ訪問をお楽しみ下さい。 

【藤川	 会員】 

大谷ガバナー、ようこそ我がクラブへ！GA 公式訪問日

に入会２５回目の誕生祝をしていただき感激です。また

一年、更に充実したロータリーライフを楽しみたいと思

いますので皆様宜しくお願い致します。 

【山口	 光正	 会員・石川	 会員】 

藤川さん、お誕生日おめでとうございます。いつまでも、

若さと情熱を持ち続ける藤川さんでいて下さい。山崎さ

ん、写真有り難うございます。 

【佐野	 会員、内田	 会員、中村	 会員】 

藤川さんお誕生日おめでとうございます。62才だそうで

すね。益々ロータリー活動にエグザイルにとご活躍

を・・・ 

【中野	 会員】 

私事ですが、明治神宮の世話役として今日は青森に居ま

す。お会いできず大変に残念ですが、大谷ガバナー、加

藤ガバナー補佐、本日は宜しくお願いします。 

【黒木	 会員】 

久しぶりの例会、楽しみにしていましたが、所用が入り

途中退席させていただきます。申し訳ありません。 
■本日のスマイル合計 20.000円	 ご協力有り難うございます。 

——例例会会ススケケジジュューールルーー    点点鐘鐘 1122：：3300    会会場場  レレンンブブラランントトホホテテルル厚厚木木                《《出出  席席  率率》》  

日時 内    容 担   当  
 

会員数 欠席者数 

９/27 1912 回 9 月度理事役員会・卓話例会 クラブ管理運営委員会  
37 10 

10/4 1913 回 クラブ協議会 会  長  

10/11 休  会   出 席 率 前々回修正出席率 

10/18 1914 回 卓話例会 クラブ協議会  

87.10 ％ 80.65 ％ 

10/25 1915 回 次年度理事役員会選考について 会  長  

 


