
１）本日は髙橋晃ガバナー補佐においで

頂き、奥津光弘ガバナーの公式訪問に備

え「髙橋晃ガバナー補佐を囲んで」です。

２）米山奨学生ナッタモンさんがお見え
です。奨学金をお渡しします。
●タンヴンティナー・ナッタモン（米山
奨学生）：奨学金を頂き有難うございま
した。今、学校では、タイ人と日本人の
会話につい
て、研究し
ています。
特にタイ人
のタイ人に
対して、日
本人に対し
ての違いを
勉強してい
ます。

１）奥津光弘ガバナー公式訪問は8月20

日（木）です。当日の質問・意見は事前

に事務局まで願います。

２）本日例会終了後、定例の理事役員会

を開催します。

３）次週8月13日（木）は取り止め例会。

４）新会員候補者の通知をしました。

●雑誌委員会 北砂 富三 副委員長

縦書き、横書きの説明をしますと、横

書きは外国情報を記載す

るのに名前などの表記に

都合が良く、ＲＩ会長の

メッセージをはじめ、「ザ

・ロータリアン」の情報

を載せるように義務付け

られております。

縦書きは日本国内の情報を始め話題に

なる様な物を載せる、個人の意見やクラ

ブでどんな事をしているか写真を載せた

1

司 会 ＳＡＡ・岸 幸博

斉 唱 「君が代」「それでこそロータリー」

ソングリーダー 前原一男

ゲスト 髙橋 晃（第6ｸﾞﾙｰﾌﾟ Ｇ補佐）

ビジター タンヴンティナー・ナッタモン

（米山奨学生）

欠席者 ３名 原嶋・小栁・入江
以上敬称略

ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 第2780地区奥津光弘ｶﾞﾊﾞﾅｰ

「奥津光弘ガバナーと共に」 （会長、幹事）

クラブフォーラム

会員増強について （会員増強委員会）

39名 28名 91.89％ 81.58％ 8名

8月20日

8月27日
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飯田 豊太 幹事



りして何処にいても伝える事ができます。

昔はB５判で80～90頁以上ありました。

●ＲＩ・地区情報

後藤 定毅 ガバナー・エレクト

９月４日（金）、５日（土）に韓国の

首都ソウルで、「日韓親善

会議」が行われます。これ

は二年毎に日韓で相互に開

催されるもので。特に今年

は、私どもの姉妹クラブで

ある東慶州クラブの地区

（第3630地区）が、コホストクラブを務

めています。金度縣会長も出席されると

の情報ですので、経済環境厳しい折りで

すが、姉妹クラブの誼で参加ができる方

は、お申し込みください。

●2010～11年度地区大会

髙橋 政勝 実行委員長

後藤ガバナー年度 2010～

11年度地区大会は2010年10

月16日と17日、大磯プリン

スホテルにて開催致します。

●親睦活動委員会 伊藤 英夫委員長

◆会員誕生日 古木勝治君 8月12日

◆ご夫人誕生日 山崎桂子夫人 8月 9日

◆入会記念日 中西 功君 8月17日

◆創業記念日 前原一男君 8月13日

●「ガバナー公式訪問に備えて」

第6グループガバナー補佐 髙橋 晃氏

ガバナー公式訪問前に

という事ですので、自分

の中の特にウェイトの高

いものをお話します。

運営方針とは、経営方

針と同様で、ジョン・ケ

ニーＲＩ会長から奥津ガバナー、そして

皆さん迄、金太郎飴の様に何処を切って

も同じ顔が出て来る様でなければと考え

ております。

クラブに於いては会長・幹事の運用で

変わって来ますので、ＲＩ会長の方針を

具体的仕組みの奉仕という形の中で運用

していくことが大事です。

昭和30年前後のベストセラーで「コカ

コーラの秘密」というのがあり、その経
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髙橋 晃 ガバナー補佐

（海老名ＲＣ）： 本日はガバナー

公式訪問前の協議会に伺いました。

宜しくお願い申し上げます。

高橋 清会長、飯田豊太幹事： 髙

橋晃Ｇ補佐本日はお忙しいところお

いで頂き有難うございます。奥津光

弘G公式訪問にあたってご指導宜し

くお願い致します。

髙橋 清 会長

米山奨学生ナッタモンさん ようこ

そお出で下さいました。一生懸命勉

学に励んで下さい。暑いですから身

体に気を付けてね。

後藤 定毅 ガバナーエレクト ：

①髙橋晃Ｇ補佐、年度早々に公式訪

問ご苦労様です。ご指導宜しくお願

いします。

②古木さん、梅野さん！暫くです。

お二人がいないと寂しさが募ります。

是非これからも、お元気で顔を見せ

て下さい。

山崎 賢二 君： 女房の誕生日の

お祝い有難う御座います。60数才の

古女房となりました。中西さんは妻

という字が毒に見えるそうですが、

僕には神に見えます。

藤塚 勝明 君：Ｇ補佐 髙橋様お

暑い中をご訪問有難うございます。

本日は宜しくご指導下さい。

古木 勝治 君： お誕

生日のお祝い有難うございます。73

才になります。ロータリーと共に議

員生活も頑張ります。宜しく。

古郡 清 君： 髙橋Ｇ補佐、本日

は宜しく御指導お願い致します。

石川 健次 君：髙橋晃Ｇ補佐、本

日は宜しくお願い致します。ニムさ

ん、ようこそ！毎月１回お会いでき

て楽しみです。

郡司 守 委員長



営戦略とＲＩの戦略が酷似しております。

コカコーラにはボトラーがあり、その地

域にあったもので展開していく。しかし

絶対にコカコーラの出したメニューでな

ければならない。

国連が198カ国、ロータリーは200に及

ぶ国と地域ですが、メンバーは130万く

らいで増えていない。面が広くなって視

野が広りましたが密度が落ちています。

アメリカ、日本他、各国であり方は異な

りますが、如何に効果を上げるかはＤＬ

Ｐ，ＣＬＰと考えております。

画一的な文言で、画一的な政策で画一

的な効果を上げるためには、1905年ポー

ルハリスが提唱したロータリーの精神、

1909年から30年に渡っての職業奉仕の、

最終的には23-34の社会奉仕の決議の内

容を基本的から考え直してみて、王政復

古というか、サバイバルというか、今の

ロータリーを考えなければなりません。

ここにロータリーの将来があり、それ

がケリー会長の「ロータリーの未来はあ

なたの手の中に」で基本を大事にしたい。

ガバナーからも伝えて欲しいとのこと

で、クラブ関係では先ず、会員増強です。

如何にロータリーを学んで頂くです。

次に職業奉仕ですが、これがロータリー

の価値であり、初心に帰って職業奉仕を

考えて頂きたい。

ロータリー広報は、ロータリーに求め

られているものを地域或いは社会に発揮

してゆけば効果につながります。

23-34の社会奉仕のあり方は、ケニー

会長もおっしゃっていますが、地域に根

差す、飢餓、水、環境とかグローバルな

目で見て、皆で考えていかなければなら

ない。これがポイントと考えております。

これらは1年間でできるわけではあり

ません。当然、前年度からガバナー、エ

レクト、ノミニー、会長さん其々のロー

タリーの「形の継承」があります。

社会奉仕は是非一つはやるべきです。

日本の中には外国人も多く、外部に目を

向けて貧困からの脱出とか識字率の向上

等を地域のそれぞれの人が考える。

私は、ロータリー屋ではいけない。親

睦だけ、理論だけではいけない。きちん

とした哲学とパワーそしてサービス奉仕

を行動で示すのがロータリアン一人一人

に課せられた使命です。

最後に私は「ロータリーの未来は自分

たちの手にある」会員一人一人が何かを

掴んでいくことで、地域の為に発展して

行くだろうと私自身も考えております。

以上

●謝辞 ： 髙橋 清 会長

特に会員増強、そして社会奉仕、職業

奉仕、国際奉仕とそのクラブ合ったもの

をと、お言葉を頂きました。本日は有難

うございました。
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中西 功 君： 入会記念日を祝っ

て頂き有難うございます。もう30年

以上もたってしまったかと思うと懐

かしく思われます。

前原 一男 君 創業記念だそうで

すが現在厳しい状況で祝う気分もな

いので

すがー。

梅野 房子 君： 欠席が多いです

が体調があまり良くないので今月も

暫く山で暮らしますので欠席が多い

と思いますので宜しくお願い致しま

す。

クラブ会報委員会 中島康次郎君：

本日、配布の会報はコンパクトにA

４の１枚です。今後はオープンした

ホームページを活用して経費削減を

心 が け ま

す。
本日 20,000円

累計 132,000円



【第2回 クラブ協議会 】

●会計 長野 俊八

現在年度初めでございますので

順調に進んでおります。

★以下は詳細はクラブ活動計画書を参照願

います。

◎：委員長 ○：副委員長 以下敬称略

●クラブ管理運営委員会

担当役員：青柳文四郎

（イ）クラブ会報委員会

◎：中島康次郎 ○：石川健次

古木勝治

（ロ）プログラム委員会

◎：塙 満子 ○：梅野房子

・原嶋賢一郎

（ハ）親睦活動委員会

◎：伊藤英夫 ○：松崎正実

・北島照介・鎌田 稔・阿萬正巳

（ニ）スマイルボックス委員会

◎：郡司 守 ○：原嶋賢一郎

（ホ）出席担当

◎：鎌田 稔 ○：上田利久

●会員増強・会員維持委員会

◎：橋本日吉 ○：北砂富三

（イ）職業分類担当

◎：郡司 守

（ロ）会員選考委員会

◎：藤塚勝明

●会場監督（ＳＡＡ）

正：山崎賢二 副：入江公敏

・岸 幸博

●奉仕プロジェクト委員会

担当理事：中西 功

（イ）職業奉仕担当委員会

◎：中西 功 ○：石田忠良 ・

藤田重成

・梅田秀雄

（ロ）社会奉仕担当委員会

◎：神作 彰 ○：藤塚勝明

・寺田五六・岸 幸博

（ハ）国際奉仕担当委員会

◎：横澤 創 ○：番 桂柳

・中島康次郎・北島照介

（ニ）姉妹クラブ友好委員会

担当委員長：橋本日吉

（ホ）新世代育成担当委員会

◎：石川健次 ○：小栁智裕 ・古木勝治

●ロータリー財団委員会

◎：入江公敏 ○：髙橋政勝 ・寺田五六

（イ）米山奨学委員会

◎：前原一男 ○：後藤定毅 ・

藤田重成

●クラブ広報委員会

担当理事：古郡 清

（イ）広報・雑誌委員会

◎：髙橋政勝 ○：北砂富三

・郡司 守・神作 彰

（ロ）ＩＴ担当

担当委員長：山崎賢二

（ハ）ロータリー情報

担当委員長：梅田秀雄

以上敬称略
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