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週報
会 員 慶 事

第2556回 例会プログラム
●例

会

場／御殿場高原ホテル

●開 会 点 鐘／18：00

●皆

出

●国 歌 斉 唱

席／３月28日

斉藤礼志君

（ロータリー歴20年）
年）

●ロータリーソング／四つのテスト
●内

容／４クラブ合同例会
担当

観桜会

御殿場ＲC

会長挨拶

望 月

茂

来週の例会は久々の３クラブプラスワン合同例会です。観桜会となり
ますが、我がクラブが担当となっていまして、桜の開花状況が気になる
ところです。
日本人と桜は切っても切り離せないものだと思います。最近ではいろいろな種類の桜がある
ようですが、やはり木の形、花の色、咲き方など総合的に見るとソメイヨシノが桜の代表のよ
うな気がします。
ソメイヨシノという日本を代表する桜は江戸の染め井村の植木屋さんが大島桜と江戸彼岸桜
を交配させて作ったものだと思っていましたが、韓国では済州島が起源だといっているグルー
プもあるそうです。政治といい、桜といい、日本と韓国は面白い関係ですね。
最近、早咲きの桜に河津さくらが増えてきました。昭和30年ごろ、伊豆の河津の河原でまだ
寒い早春に早々と咲いているさくらの苗を見つけた土地の人が自宅に持ち帰り、大事に育てた
ものが次第に増やされたものだそうです。
品種的には大島桜と緋寒桜が自然交配したものだそうです。姿かたちはソメイヨシノに近い、
日本人に好まれる桜です。
ソメイヨシノの弱点は病気に弱い、特に天狗巣病に罹りやすく、そのわけは
日本中のソメイヨシノは元になった一本の木から増やされたクローンであるか
らです。ソメイヨシノは種から増やすことがいろいろな理由から出来ないそう
です。日本中のソメイヨシノがクローンだとは驚きですね。

BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

次 回
４月11日の
例 会

会長挨拶用
ＱＲコード

★名鉄菜館 ★12：30点鐘
★東京2020オリンピック・パラリンピック自転車競技
静岡県開催に係る小山町の取組み
小山町オリンピック・パラリンピック推進局長
池谷精市様
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その後、
◆14：10

第二グループの次期会長・幹事が

集まり、グループ会議が開かれました。第二
副会長（会長エレクト）

勝又博文

君

グループの富士山吉原RCの田中祐次期ガバ
ナー補佐が中心となって、次年度の第2620
地区と第二グループについての以下のような
説明がありました。クラブ戦略計画作成の組
織の立ち上げ、複数クラブによる合同奉仕事
業について、会員増強のノウハウ、webサイ

日曜日、グランドホテル浜松にて次

トのマイロータリーへの登録の勧誘、RLI

期会長・幹事研修セミナー（PETS）が開催さ

（ロータリー・リーダーシップ研究会）運用

れました。

の推進について。

３／24

私

勝又と斎藤衛次期幹事が出席してまいり

ました。最初に全体の流れをお話します。

◆15：20

本会議が開かれ、RLI（ロータ

リー・リーダーシップ研究会）の説明が野口
◆10：20

星野喜忠ガバナーの点鐘で本会議

ＰＧより、そして規定審議会・決議審議会に

が始まりました。

ついての説明と報告が髙野孫左ヱ門ＰＧより

出席者の紹介の後、星野ガバナーと安間みち

ありました。質疑応答ののちに、安間ガバ

子ガバナーエレクトご挨拶では、PETSは、

ナーエレクトの総評があり、

「会長エレクトと幹事エレクトが次年度の役
割にあたっての意欲を高め、準備を備えるた
めの会合であること」、また「次年度のガバ

◆16：10

星野ガバナーの閉会点鐘で、PETS

は終了となりました。

ナーとガバナー補佐そして次期役員の皆さん
と会い、協力関係を築くこと」等のご挨拶が
ありました。

ここからは、PETSで取り上げられた個々の
テーマについてお話します。

セミナー１では、クラブ会長の役

◆安間みち子ガバナーエレクトより、次年度Ｒ

割と責務について、生子ＰＧの説明がありま

Ｉ会長は、米国アラバマ州ジケーターＲＣの

した。続いて安間ガバナーエレクトより次年

マーク・ダニエル・マローニー氏と紹介があ

度ＲＩ会長の紹介とテーマの解説と次年度方

りました。税法・遺産・農業法を専門とする

針・地区組織についての説明がありました。

弁護士であり法律事務所の社長でもあります。

また米山梅吉記念館の創立50周年への支援の

1980年にロータリークラブに入会し、以来、

お願いが実行委員長の井上雅雄ＰＧよりあり

ＲＩ理事、Ｒ財団副管理委員長、規定審議会

ました。

の議長、2014年のシドニー国際大会の委員

◆10：40

長を務められました。
昼食をはさんで、

次年度のテーマは「ロータリーは世界をつな
ぐ」（R O T A R Y

CONNECTS

THE

次期幹事部会とは別に、６パート

WORLD）です。マローニー会長は、「ロー

に分かれてディスカッション形式でクラブ会

タリーの奉仕を通じて、人びとが手を取り合

長エレクトセミナーが行われました。私たち

い、行動を起こすためのつながりを築いてい

のパートは、野口英一ＰＧがリーダーとなり、

きましょう」と強調されました。

◆12：30

「ＲＩ戦略計画とクラブ戦略計画」について
説明と討論が行われました。

◆ディスカッション形式で行われたクラブ会長
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エレクトセミナー２では、１.御殿場・小山

２.参加者の基盤を広げる。

地域において、御殿場ＲＣの強みと弱点とは

３.参加者の積極的なかかわりを促す。

なにか？

４.適応力を高める。

２.御殿場ＲＣは将来像やビジョン

を持っているか？

３.ＲＩの戦略計画は、御

殿場ＲＣの将来像にどのように活かせるか？

◆今の世界は、1905年のロータリー創立当時

を問われました。しかし、私は、まともに返

の世界とは同じではありません。人口動態が

答できませんでした。

変わり、変化のスピードが加速し、テクノロ

今まで、ロータリークラブは、それぞれの職

ジーによってつながりや奉仕の新たな機会が

場で奉仕を行う人の組織であり、集団で奉仕

生み出されています。不変なのは、ロータ

を行う組織ではないと教えられてきましたの

リーを定義づける中核的価値観、
「親睦」「高

で、とても違和感がありました。当クラブで

潔性」「多様性」「奉仕」「リーダーシップ」

は、今まで複数年にわたる中長期計画を立て

に対するニーズです。

るという視点がまったく欠落していたと感じ

過去を敬い、未来を見据えながら、私たちは

ました。他クラブでも、私たちパートの13ク

進化を遂げ、ロータリーを時代に即した組織

ラブ中、１クラブしか戦略計画の組織を持っ

にかえ、これからも、世界のため人々のため

ていませんでした。ＲＩ戦略計画の目的と意

に貢献できる組織となれるよう努力してゆき

義と次年度ＲＩテーマの説明が野口ＰＧより

ましょう。

ありました。そして御殿場RCのクラブ戦略
計画作成を検討する組織を早急に準備する必

以上、たくさんの課題を与えられた盛りだく
さんのPETSでした。改めて、ロータリークラ

要があると感じました。

ブの奥深さを実感し、次年度への決意を固める
◆国際ロータリーの戦略計画（中核的価値）と

ことができたセミナーでした。

は何か
2007年ＲＩは戦略計画の一環として、以下

私もクラブ会員の皆様とともに、御殿場ロー

の五つの価値観がロータリアンの基本的特徴

タリークラブがより良いクラブとなるよう、努

であるとの理解のもと、これらの中核的価値

力を重ねるつもりでおります。どうか、皆様の

を採択した。

ご指導・ご協力を重ねてお願い申し上げます。

親睦（Fellowship）

高潔性（Integrity）

多様性（Diversity）

奉仕（Service）

リーダーシップ（Leadership）
◆ロータリーの新しいビジョン声明

ロータ

リーが目指すもの
「私たちロータリアンは、世界で、地域社会
で、そして自分自身の中で、持続可能な良い
変化を生むために、人々が手を取り合って行
動する世界を目指しています。」
◆2017年7月からのＲＩ戦略計画（四つの優先
事項）
ロータリーの新しいビジョンを達成するため
に、今後５年間の活動を方向づける四つの優
先事項が定められました。
１.より大きなインパクトをもたらす。
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・地区委員のクラブ派遣について
安間年度では、地区委員が各クラブから卓話講師
に招かれた際の交通費を予算化します。
・米山梅吉記念館支援について
安間年度に創立50周年を迎えます。「賛助会員

次期幹事（幹事エレクト）

3,000円/年・人」から「（公財）米山梅吉記念館

斎藤

ました。

衛

創立50周年事業寄付3,000円/年・人」に変更し

君

・RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）につ
いて
星野年度にてディスカッションリーダーの選任と

PETSにおいて次年度の地区の方針が示されまし

研修が整い、安間年度では下期にRLIパートⅠを

た。重要な事項を報告します。

開催する予定です。RLIは、ロータリーを正しく

・地区組織の変更について

理解しないまま退会する現状を踏まえ、ロータ

地区レベルの組織構成として、奉仕に関する地

リーを楽しむためには、まずは正しい理解から

区委員会を「奉仕委員会」として統合しました。

ということを周知願います。

・複数クラブ合同奉仕事業支援金について

・ガバナー月信等の電子配信化とホームページの

新しく複数クラブによる合同奉仕事業を支援し

刷新について

ます。１事業５〜10万円

ガバナー月信や各種報告書は電子配信のみとしま

申請期限８月31日

・クラブ戦略計画の策定について

す。

クラブ活性化、効果的な活動のため、クラブの

・マイロータリーとクラブセントラルの登録につ

ビジョンと中期的な行動指針を盛り込むクラブ

いて

戦略計画の策定（戦略計画委員会の設置）をお

現在、当地区のマイロータリーの登録率40％で

願いします。

す。100％の登録をお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3 /28 の出席報告
会員数

出席計算に
用いた会員数

出席者数

56名

54名

43名

暫定出席率

3 /7 のメーキャップ
前々回の
確定出席率

79.63％ 100％

井上 元君・勝間田太住君・長田 崇君・齋藤 保君
欠席者
鈴木善明君・豊山 篤君・臼井良太君・内海宣彦君
（11名）
若林洋平君・渡辺修司君・山内強嗣君

３月６日 長 泉 Ｒ Ｃ 橋本 喜市君
３月６日 長 泉 Ｒ Ｃ 勝又

淳君

３月６日 長 泉 Ｒ Ｃ 山内 強嗣君
３月13日 大阪Ｅクラブ 小早川豊一君

※やむを得ず欠席される方は、
午前９時50分までにご連絡下さい。

司 会
芹澤隆博君

ソングリーダー
秋田悦夫君

国際ロータリー第2620地区

出席報告
勝又 淳君

勝又

皆出席
厚君
山口幸男君

望月
芹澤

茂
正明

鎌野

篤志

