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２０１３年８月７日　第２１１４回例会　VOL. ４５　No. ６

■司　　会　ＳＡＡ  後藤　英則

■開会点鐘　会　長　安藤　公一

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想

　　　ＳＬ　田川　富男

■出席報告

　 

■本日の欠席者

佐藤、山崎

■他クラブ出席者

後藤 (地区 )矢田、松本 (横浜鶴峰 RC)

二宮麻理子 (川崎 RC)、新川 (新横浜 RC)

■ゲスト

市川緋佐磨殿 (ガバナー、川崎 RC)

戸村　正房殿 (地区副幹事、川崎 RC)

小澤　　操殿 (ガバナー補佐、横浜瀬谷 RC)

商大インターアクトクラブ

田端　延幸殿 (顧問 )

藤田　悠希君

良川　烈乃君

立石　泰誠君

中村　琴美君

■８月誕生記念祝
内田　　敏会員　　　8.9

矢田　昭一会員　　　8.13

■会長報告
　東北日本海側でもやっと梅雨が明け、いよ

いよ全国的に夏本番の様相を呈してきました。

局地的集中豪雨に襲われた地方の皆様には心

よりお見舞い申し上げる次第です。

　当クラブも後援している旭ジャズまつりが、

８月４日に開催されました。例年よりいくら

か涼しい気候の中、有志で夏の夜を楽しんで

きました。準備、後片付けに奔走されていた

北澤さん、お疲れ様でした。

　世界水泳と全英女子オープンゴルフでいさ

さか寝不足の一週間でした。世界水泳では最

後に金メダルがとれて何よりでした。高校野

球、夏の甲子園もいよいよ明日開幕です。高

本日の出席率　93.33％

本日の出席数     28 名会  員  数 　 　  35 名

修正出席率   　100％
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校球児の熱い戦いに期待したいと思います。

　本日は、国際ロータリー第 2590 地区市川緋

佐磨ガバナーをお迎えしてお話を頂きます。

市川ガバナー宜しくお願い致します。

　また、横浜商大高校インターアクトクラブ

の皆さんと顧問の先生においで頂きました。

学校が休みの期間にならないと例会においで

頂けませんので、是非この機会に交流を深め

ていって下さい。商大高校の皆様も市川ガバ

ナーのお話を聞いて、ロータリーそして奉仕

の勉強をしていって下さい。

                                    ( 商大インターアクトの皆さん )

○地区関係

１）第５グループ第 1回会長・幹事会

日時　８月１日㈮ 18:30 ～

場所　三ツ境ライフ

第４、第５グループの IM の日程変更、

2014 年３月６日㈭に変更、場所は浜銀ホール、

横浜瀬谷 RC がホストクラブを務めます。

２）交換留学生ホストクラブ、ホストファミ

リー説明会

日時　８月３㈯ 14:00 ～

場所　ブリーズベイホテル

　ホストクラブファミリー説明会が開催され、

漆原会員、青木会員、後藤会員、五十嵐会員、

と共に出席して参りました。

　いよいよ来週水曜日 8/14 にナムフォンさ

んが到着します。クラブをあげてお世話にて

いきたいと考えています。会員皆様のご協力

をお願い致します。来日後の予定については、

後ほど青木青少年奉仕委員長よりご説明があ

ると思います。

３）R情報・広報・IT セミナー

日時　８月８日㈭

場所　ソシア 21

　五十嵐委員長と共に参加致します。

４）地区米山奨学生委員長会議　

日時　８月 20 日㈫ 15:00 ～

場所　ソシア 21

　山崎委員長宜しくお願い致します。

５）職業奉仕委員長会議

日時　８月 30 日㈮ 15:00 ～

場所　ソシア 21

　漆原委員長宜しくお願い致します。

６）9/24 ㈫に地区大会記念チャリティーゴル

フが戸塚 CC で開催されます。ゴルフをなさる

方の奮ってのご参加お願いします。

　募集締め切りが 8/20 ですので、参加ご希望

の方は本日中に私までご連絡ください。宜し

くお願い致します。

○クラブ関係

１）本日 18:30 より第４回理事役員会を旭 RC

事務所で開催致します。

２）来週の 8/14 は、お盆のため例会は休会と

なります。お間違いのなきようお願い致しま

す。

■青少年委員会　　　　　　　　青木　邦弘

2013-14 年度青少年交換留学生説明会

参加者 (敬称略 )　

安藤、五十嵐、漆原、後藤　青木

交換留学生の８月の日程

8/14 ㈬ 22:30  羽田空港着

              対応  安藤、後藤

8/15 ㈭健康保険      青木

　　　 通訳紹介　    福村、後藤、青木

8/16 ㈮旭高校訪問　  青木

8/24 ㈯ 16:00 バーベキュー  親睦委員会

       旭園屋上            青少年委員会

大勢の参加をお願いします。お子様大歓迎！
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参加費 一人 4,000 円の予定です。

■地区大会委員会　　　　　　　北澤　正浩

　クラブ地区大会の記念イベント、会員・家

族ディナーパーティーへの参加者を募集して

おります。

　8/21 ㈬が申込期限ですので、参加希望者は、

お早めに北澤まで声をかけて下さい。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

市川緋佐磨殿 ( ガバナー・川崎 RC) ／本日は

公式訪問に参りました。皆様、本年度宜しく

お願い致します。ロータリーを実践し、クラ

ブの発展を図りましょう。

戸村正房殿 ( 地区副幹事・川崎 RC) ／市川ガ

バナーの公式訪問に同行してまいりました。

安藤会長、福村幹事様一年間宜しくお願い致

します。来月には地区大会記念チャリティー

ディナーパーティー、ゴルフ大会もあります。

奮ってご参加下さいます様、併せて宜しくお

願い致します。

安藤　公一／①市川ガバナー、小澤ガバナー

補佐、戸村地区副幹事ようこそいらっしゃい

ました。②田端先生とインターアクトの皆様、

例会を楽しんでいって下さい。

福村　　正／市川ガバナー、小澤ガバナー補

佐、戸村地区副幹事をお迎えして。②インター

アクトの皆様、ようこそ！

吉野　寧訓／市川ガバナーの御来訪を有難く

存じます。なお先週は愚妻にきれいな花をお

贈り戴きよろこんでおります。

安藤　達雄／市川ガバナー、小澤ガバナー補

佐さん、本日はご苦労様です。公式訪問よろ

しくご指導下さい。

矢田　昭一／誕生日を祝っていただき感謝。

お互い暑さに負けず過ごしましょう。

北澤　正浩／旭ジャズまつりに多くの方にご

来場いただき誠にありがとうございました。

用意したシートが小さく窮屈な思いをさせて

しまい申し訳ございませんでした。次回は一

回り大きなスペースをご用意致しますので、

来年もよろしくお願い致します。父も大変感

謝しております。

五十嵐　正／市川ガバナーをお迎えして。本

日はよろしくお願いします。

二宮　　登／市川ガバナーをお迎えして。

増田嘉一郎／ガバナーのご訪問を歓迎します。

千葉　和裕／①市川ガバナー、小澤ガバナー

補佐、戸村地区副幹事ようこそ。②北澤さん、

旭ジャズまつりお疲れ様でした。③内田さん

遠い所迄、有難うございました。

関口　友宏／本日はお暑い中、市川ガバナー、

戸村地区副幹事、小澤ガバナー補佐、誠にご

苦労さまです。

青木　邦弘／①市川ガバナー今日はよろしく

お願いします。②商大高校インターアクトク

ラブの皆さんようこそ。

岡田　清七／市川ガバナー、本日よろしくご

指導お願いします。

市川　慎二／市川緋佐磨ガバナー、小澤操ガ

バナー補佐、戸村正房地区副幹事、お忙しい

中ありがとうございます。本日は宜しくお願

い致します。

倉本　宏昭／①市川ガバナー、小澤ガバナー

補佐本日はお暑い中ありがとうございます。

②商大高校 IAC の皆様ようこそ！

後藤　英則／市川ガバナー、戸村地区副幹事、

小澤ガバナー補佐ようこそ。

新川　　尚／市川ガバナー、戸村地区副幹事、

小澤ガバナー補佐ようこそいらっしゃいまし

た。

田川　富男／①市川ガバナー御苦労様です。

②商大インターアクトの皆さん、旭ロータリー

にようこそ。

内田　　敏／①市川ガバナー、戸村地区副幹

事、小澤ガバナー補佐をお迎えして。②誕生

祝を頂きありがとうございます。

二宮麻理子／ガバナー公式訪問にあたり、市

川ガバナーお暑い中ようこそいらっしゃいま

した。



– 4 –

⑤逆に、先進国で会員減少始まる 

⑥ 2005 年…ロータリー 100 周年 

⑦ 2017 年…ロータリー財団 100 周年

RI 戦略計画委員会

　時代の変化に適応した魅力的クラブ、

　効果的活動。

５つの中核的価値観
「奉仕」　「親睦」　「多様性」　「高潔性」
「リーダーシップ」

長期計画
未来の夢計画
地区 ･リーダーシッププランとクラブ ･

リーダーシッププラン

地区・クラブの組織と運営を簡素化、機能化、

活性化するための改革

地区方針１．「未来の夢計画」

R 財団の新しい補助金制度を理解し、みんな

で新しい時代の奉仕に取り組もう。

①地区の財団研修を受講し、MOU（覚え書）を

取り交わし、全クラブそろって補助金受給資

格を取得しよう。

②「世界に平和を、地域に灯火を」内外のク

ラブと手を結び立体的・効果的事業を展開し

よう。

地区方針２．「会員増強」

「旧事徹底  新事果敢」各クラブ純増１名必達。

①「サクジ作戦」（サクセス・ジャパン）

入会適格者を地区を越えて紹介し合おう

■卓話　ガバナー公式訪問
市川緋佐磨 (川崎 RC、職業分類 :神道 )

･ 略歴　

1942 年　４月２日生まれ

1965 年　慶應義塾大学法学部法律学科卒

1966 年　國學院大學神道学専攻科卒

　　　　(神職資格取得 )

1966 年　宗教法人稲毛神社に奉職

1991 年　宗教法人稲毛神社宮司

　　　　現在に至る

･公職歴

神奈川県神社庁副庁長

神奈川県神社庁川崎支部長

川崎区文化協会顧問

川崎三田会会長

･ロータリー歴

1982 年 10 月　川崎ロータリークラブ入会

1998-99 年　　地区社会奉仕委員

2003-04 年　　クラブ会長

2010-11 年　　第１グループガバナー補佐

ベネファクター、MPHF、

米山功労者マルチプル

○公式訪問卓話
テーマ

「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」

ロン D．バートン RI 会長

　　米国 オクラホマ州の弁護士

　　オクラホマ大学の理事

ENgAgE ROTARy CHANgE LIVEs

ENgAgE: 従事する、歯車を噛みあわせる

ロン D．バートンの言葉

「ロータリーを実践すれば何よりもあなた

自身が豊かになれる、幸せになれる」

・ロータリー小史

1990 年代 

①科学技術の発達による高度で複雑な社会、 

　変化の激しい社会の到来 

②環境破壊、生態系破壊、人権、貧困、紛争等々 

③ロータリーは何をしたらよいか？ 

  どうしたらよい働きが出来るか？ 

④新興国特にインドで急激に会員数拡大 
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ロータリーの友（2013 年１月号に掲載）を教

科書としてロータリーについて改めて勉強し

よう。理解はリーダーシップの源。

地区方針６．「クラブ戦略計画」

クラブの戦略（長期）計画を立て、夢を持っ

て前進しよう

①みんなで５年先のクラブの理想像を思い描

き、今、何をすべきか考えよう。

②クラブに戦略計画委員会を設置してくださ

い。

「各グループに１クラブずつ」ガバナー補佐の

任務。

困った時は地区戦略計画委員会がお手伝いい

たします。

③地区戦略計画委員会と地区拡大増強委員会

は、拡大増強について真剣に取り組みます。

地区方針７．「研修の充実」

豊かなロータリーライフ実現のために

①研修会、委員会などの諸会合を魅力的、効
果的に行うよう心掛けよう。時には地区研修
委員会（新設）に相談しよう。

②「ロータリー検定」など地区のリソースを

利用して、時にはレクレーションの要素も組

み入れて楽しい研修会を行おう。

③各クラブの新会員入会式、IM またはクラブ

１泊研修などは特に“感激的な企画”をお願

い致します。

地区方８．「ロータリー財団」

の活動へのご理解と寄付のお願い

寄付は立派な奉仕事業です

ご寄付のお願い　例年通り

年次寄付目標 １人当たり＄120 以上

ベネファクター 各クラブ２人以上です

よろしくお願い致します。

地区方針９．「ロータリー米山記念奨学事業」

へのご理解と寄付のお願い

①将来、日本と世界を結ぶ懸け橋となって国

際社会で活躍し、ロータリーの良き理解者と
なる人材を育成するこの奨学事業にご理解ご

協力をお願い致します。

　
日本の現在の会員数約 87,000 人、１人が１人

紹介すれば 87,000 人のリストが出来る。

②「旧事徹底」 先輩たちの努力を見直そう

全クラブ「増強ノート」を備え付け、有効　

利用し、クラブ会員全員で増強に努力しよ　

う。

③各クラブ「入会のしおり」を作成しよう。

地区の「パンフレット」を利用しよう。

地区方針３．「公共イメージと認知度の向上」

マスメディア、ソーシャルメディアを通じて

①ロータリーは多くの幸せを築いてきた。

　その実績をみんなに伝えよう。（理解者・社

を増やし、ともに行動しよう。寄付を頂こう。

ロータリー家族）

②各クラブは「取材依頼書」

　「メディア住所録」　

　「掲載紙スクラップブック」を備え付け、

　事業をする際は計画書と取材依頼書をメ
ディアに届けよう。

③メディアと仲良くなろう、卓話に呼ぼう。

④Ｒ情報・広報・IT 委員会が

　「公共イメージと認知度向上」を担当します。 

　連絡ください。

地区方針４．「ポリオ撲滅」 

あと３ケ国だけです。貢献しましょう 

①昨年度ポリオ発生国はアフガニスタン、 

　パキスタン、ナイジェリアの３ヶ国で

②ポリオ撲滅運動の現況と

「なぜ最後が大切なのか」

「なぜお金がかかるのか」

を理解して支援しましょう。 

３年間で撲滅～３年間で検証⇒撲滅宣言へ 

2012-13,13-14,14-15 年度 

各10万ドルの寄付 次の３年間（～17-18年度）

で撲滅を検証する。 

支援のお願い…当地区 13-14 年度 10 万ドル

会員１名　￥5,000
よろしくお願い致します。11 月中にお願いい

たします。

地区方針５．新訳「ロータリーの目的」

（旧ロータリーの綱領）ロータリアン必携
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しょう。例会出席よりも奉仕活動重視のロー
タリーのありようもさらに強調されていくも
のと思います。公共イメージの統一を目指し

てブランディングに関する議論も活発になる

でしょう」

RI 理事メッセージ２．

「そんな中、私たちは、ロータリークラブは地

域社会とともにあるという感覚と行動を再認

識することによって、RI の方向性との協調を
図ることが特に重要であるように思います。 

そのうえで、職業人としての成熟とそれに伴
う誇りを獲得することの大切さは、ロータリー

にあっては揺るぐことのない核心であり続け

るでしょう。」

RI 理事メッセージ３．

　2013-15 年度 RI 理事 北 清治（浦和東 RC）

2020 年は日本のロータリー 100 周年という記

念すべき節目となります。今日までロータリー

活動とともにロータリアンとしてのステータ

ス、そして理念や精神論を大切に育み伝承さ

れてきました。今、世界の潮流は、人道的奉
仕の実践であります。地域社会に根差した奉
仕、国際奉仕の実践はロータリーのブランド

力を高めます。そして奉仕の心を学ぶ近道と

なります。」

私の結論　市川緋佐麿

　世界のロータリーの潮流は例会よりも奉仕
事業（大規模で継続的、国際的な奉仕事業）
に傾いている。それによって、ロータリーの

名を挙げ、ロータリアンのステータスを高め

ようとしている。

　しかし、われわれは、規模は小さくても身
近な地域社会への奉仕活動に力を尽くし、職
業奉仕の精神を忘れずにロータリー活動を進
め、会員の増強、クラブの拡大発展を図って
行きたい。

　ご静聴ありがとうございました。

　一年間よろしくお願いします。

■次週の卓話　　　
　　会員増強月間　　　内田会員                                                         

                    週報担当　内田　　敏

②普通寄付は　１人 5,000 円以上
　特別寄付は　１人 20,000 円以上
　　　　合計　１人 25,000 円以上
以上が目標です。よろしくお願い致します。

地区方針 10.「東日本大震災復興支援活動」

に参加しよう

①被災地はまだまだ復興の途上です。被災地
の地区あるいはクラブと連携して支援活動に

参加しましょう。地区も積極的に支援します。

②「仕事のあるクラブは潰れない」

（桑原第１ゾーン研修リーダー・2520 地区塩

釜 RC）

③地区は社会奉仕委員会が担当します。

忘れられた価値観

・１業種１名（その業種の代表者）

　個人奉仕、道徳律、倫理観 ⇒「高潔性」

・例会重視、出席率重視、対面重視、

　真の親睦⇒「奉仕事業重視」

・単年度制：いつもフレッシュな組織、事業

　⇒「継続事業」「全体事業」

・陰徳 認知度は上がらず効果も薄い

　⇒「認知度向上」「公共イメージの高揚」

RI 理事メッセージ１．

RI 理事として参加した規程審議会にて

2012-14 年度 RI 理事 松宮剛（茅ヶ崎湘南 RC）

・「例会の回数を少なくしようとする提案が否

決された。ただし次回が同じかどうかは予断

を許さない。」

・「（RI の）理事会の基本的な姿勢は、RI の戦
略計画を強く推進していこうとするものです。

会員増強クラブ拡大はさらに拍車がかかるで

　


