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被災地の子ども達にＸマスプレゼント

在日外国人日本語学習支援

チャリティーコンサート

２０１９年９月２５日 第 ２ ３ ９ ９ 回 例 会 VOL. ５１ No. １１
ガバナー公式訪問日
■司
会
■開会点鐘
■斉
唱
■出席報告
会員数
本日の出席率

ＳＡＡ 目黒 恵一
会 長 佐藤 真吾
それでこそロータリー
27 名
91.67％

本日の出席数

22 名

修正出席率

100％

■本日の欠席者
柳沢、福村
■ビジター
轟
淳次様（地区ガバナー）
栁沼 芳光様（地区ガバナー補佐・瀬谷 RC）
鈴木慎二郎様（地区幹事）
野口 四郎様、秦 明様
（地区大会キャラバン隊・川崎マリーン RC）
■ゲスト
馮
博君（米山奨学生）
■会長報告
【クラブ創立 50 周年にあたり表彰状の贈呈】
2019-20 年度マーク・ダニエル・マローニー
RI 会長より、クラブ創立 50 周年にあたり、
表彰状とお祝いの言葉をいただき、轟ガバナー
より贈呈いただきました。
皆様こんにちは。ここ横浜では 20 日、ラグ
ビー W 杯日本大会が開幕。日本はオープニン
グゲームでロシアを 30-10 で下し、幸先の良
いスタートを切りました。
台風 15 号の影響も少し落ち着き始めた所で
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すが、世界では先週から今週にかけて、地球
温暖化に向けての様々な動きがありました。
まず、地球温暖化への危機感が大人は薄い
として、政府に抜本的な対策強化を求める若
者らの抗議活動が 20 日、世界で一斉に繰り広
げられました。呼び掛けた環境団体によると、
過去の一斉抗議の参加者約 180 万人を上回る

最大規模になる見通しとの事。日本では、23
都道府県で計画され、オーストラリアでは 5
万人の集会が開かれるなど、各国で若者が集
結し、力強く声を上げています。
翌 21 日には、地球温暖化の悪影響を長期に
わたり受けることになる若い世代が世界各地
から集まり、深刻な被害を回避するために政
府や社会に変革を促す初めての「若者気候サ
ミット」が、米ニューヨークの国連本部で開
かれました。ここでは、地球温暖化の理解促
進と対策強化のため、政治家や社会への働き
掛けを加速させる事が確認されました。
そして 23 日、深刻さを増す地球温暖化に対
処するために首脳や閣僚が集まる「気候変動
サミット」が、米ニューヨークの国連本部で
開かれています。グレテス国連事務総長は、
「気
候変動の危機を止めるため、できる対策を全
て実行することが我々の責務。残された時間
は少ないがまだ手遅れではない。」と開幕式で
述べています。
当クラブでは、まさのその「気候変動」を
題材とした公開講座「気候変動と防災」を来
週 10 月２日に予定しています。地球温暖化の
深刻な状況を知っていただくために、多くの
地域の皆様に参加していただきたいと思いま
す。会員の皆様、今一度、周りの友人、知人
にお声掛けいただけるよう、よろしくお願い
します。
さて今日は、轟淳次第 2590 地区ガバナーを
お迎えしてのガバナー公式訪問です。轟ガバ
ナーをはじめ、鈴木地区幹事、柳沼ガバナー
補佐、そして、地区大会のキャラバン隊として、
川崎マリーン RC から秦さん、野口さん、本日
は当クラブにお越し下さり有り難うございま
す。ご指導のほどよろしくお願い致します。
〇地区関係
１）第 2 回第 5 グループ会長幹事会
９月 19 日㈭ 18:30 ～横浜ベイシェラトンホテ
ル & タワーズで開催された「第２回第５グルー
プ会長幹事会」に大川幹事と佐藤真で出席し
て参りました。
各クラブの状況報告の中で、10 月２日の公
開講座「気候変動と防災」を紹介し、後日、
第５グループ各クラブに募集チラシをメール
でお送りしました。
２）2019 学年度米山カウンセラー研修会
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９月 26 日㈭ 15:00 ～ 17:00 メモワールプラ
ザソシア 21 で開催されます。
増田カウンセラーに出席していただきます。
よろしくお願いします。
３）2019-20 年度クラブ奉仕委員長会議
10 月３日㈭ 15:00 ～ 17:00 メモワールプラ
ザソシア 21 で開催されます。
宋国際奉仕担当副委員長に出席していただ
きます。よろしくお願いします。
〇クラブ関係
１）災害対策委員会活動報告
今月８日夜から９日にかけて猛威を振るっ
た台風 15 号。特に千葉県では甚大な被害が出
ていますが、災害対策委員会では 18 日、五十
嵐委員長から千葉の旭 RC 宛に現地の状況や支
援の必要などを伺うメールをお送りした所、
翌 19 日に当クラブの声掛けに対して旭 RC 井
田会長から返信メールが届きましたのでご紹
介させていただきます。
To：旭 RC 会長 井田様へ
突然のご連絡で失礼します。私は横浜旭 RC
災害対策委員会の五十嵐と申します。この度
の大変な台風被害の様子を報道で拝見し、お
見舞い申し上げます。
同じ旭の名称のご縁でメールをさせていた
だきます。私共のクラブでは、クラブ内に災
害対策委員会を設け、活動をしております。
今回の被害はどのような状況でしょうか、ま
た、何かお手伝い出来ることありますでしょ
うか。大変な時に恐縮ですが、お知らせいた
だければと思います。
横浜旭 五十嵐
From: 井田 孝
五十嵐様、お世話になります。旭ロータリー
クラブ会長の井田と申します。この度は、お
気遣いありがとうございます。
幸いにも旭クラブは会員で大きな被害が出
たものはいませんでした。地域的にも、旭市
は銚子に近く、今回大きな被害の出た房総半
島から離れており、市内でも大きな被害はあ
りませんでした。停電も先週には解消してお
ります。
これからも同じ旭で、何かご縁がありまし
たら、よろしくお願いします。取り急ぎメー
ルで失礼いたします。 旭 RC 会長 井田 孝
２）時計灯のお披露目式
台風 15 号の影響で一旦は中止となった里山

ガーデン時計灯のお披露目式が９月 28 日（土）
11:30 ～里山ガーデン入口前広場で開催され
る事になりました。
前回お話しした通り、当クラブ創立 50 周年
記念の目玉事業なので、多くの会員にご参加
いただきたく、メークアップ対象行事として
います。あらためて会員皆様のご参加よろし
くお願いします。
３）旭区安全・安心対策協議会総会について
「旭区安全・安心対策協議会」総会の開催通
知が来ています。佐藤真が出席して参ります。
９月 30 日㈪ 13:30 ～旭公会堂１・２号会議室
■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ
〇横浜保土ヶ谷ロータリークラブ
日時 10 月 15 日㈫→ 休会（定款により）
日時 10 月 22 日㈫→ 祝日休会
（即位礼正殿の儀）
２）第２回第５グループ会長幹事会の報告
・協議事項として２項
① 11 クラブ事務局員
他クラブ見学について、交通費は負担
② 11 クラブ合同例会の提案
→理事会で協議
３）10/2 講演会（移動例会）後に理事会
サンハートにおいて
４）瀬谷区 50 周年記念事業として
横浜瀬谷 RC 主催で 10/6 に講演会と
映画上映（ブレス）を予定
■野口 四郎様・秦
明様
（地区大会キャラバン隊・川崎マリーン RC）
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馮
博
■馮君近況報告
皆さんこんにちは、小さい発表をさせてい
ただきます。
９月８日に増田先生と一緒に米山ロータリー
は主催の伊豆までのバス旅行に参加しました。
とても楽しい１日でした。
夏目漱石 ( なつめそうせき ) の旧居を見て、
メロン狩りので美味しいメロンをいただいて、
そして最後は、自分ではさみで一個を取りま
した。取り方はとても下手ですが、美味しく
いただきました。
日本に来てから大体都市にいて、あまり自
然の中に入ってなかったので、こんな活動に
参加させていただいて、とても嬉しかったで
す。後半年の学生時代が終わって、、社会人に
なって、生活もっと安定になったら、ぜひ日
本のいろんな自然のところに行ってみたいで
す。これから 10 月の長い発表の準備を頑張り
ます。どうぞよろしくお願いします。
市川 慎二
■公共イメージ委員会
１）今年度中に、会員全員の見開き名刺を作
成したらどうか。
可能であれば、佐藤会長とデザイン・内容
を打ち合わせしていただきたいと思います。
また今後、名刺に QR コード、メールマガジン
に繋がるような内容を追加していけたら良い
と思います。
２）ロータリーの友誌については、設置可能
の場所８か所（検討１か所込み）と、他の事
業所２か所に再度確認した後、クラブで新規
購入し、郵送または会員に届けてもらうこと
になりました。
設置後には、会長がお礼の挨拶と、設置状
況の確認および写真を撮り、例会で報告があ
ると思います。

災害対策・公共イメージ委員会

ロータリー公開講座「気候変動と防災」計画書
【確認事項】

１、9 月 24 日現在の申込状況（150 名）
【式次第】司会／北澤（時間は目安です。
）

【タイムスケジュール】
11：00 災害・公共委員集合（会場準備）
11：30 講師到着（控室・音声映像動作確認）
12：00 一般会員集合（控室交代で弁当）
12：30 開場
13：00 開演
15：00
15：30

12：45

東日本被災映像開始
（映像についてアナウンス）
12：59 開始１分前アナウンス
携帯アナウンス
13：00 開会挨拶（クラブ会長）
13：05 来賓挨拶（川村旭消防署署長）
及び紹介
13：15 講演開始
14：15 講演終了
質疑応答（会場内マイク）
14：40 閉会挨拶（災害対策委員長）

閉演
会場内清掃（全員）
解散

14：45
【会場準備・担当】
□ 会場内看板設営（安藤・田川）
□ 講師音声スライド確認（新川・北澤）
プロジェクター端子ミニ D-sub15pin
ＰＣ持参
□ マイク４本（講演者・司会・会場２本）
□
□

□
□
□
□

閉会アナウンス（お忘れ物等）

【事前準備・担当】
□ 弁当飲み物・
講師土産・お車代
会場利用料 13,500 円（事務局）
□ 看板（5400×800）？
クラブリーフレット？
てんでんこ
チラシ（スタンド看板用）
写真展用プリント（五十嵐）

会場内質疑マイク担当（安藤・田川）
受付準備（市川・増田）
受付表・受付机・スタンド看板・募金箱
てんでんこ・横浜市提供資料
クラブリーフレット？
受付けホール（内田・目黒）
クラブ活動紹介写真展
講師対応（五十嵐）
来賓席及び案内係（二宮登・会長・幹事）
急病・避難誘導確認（幹事・五十嵐）

□
□
□
□
□
□
□

写真展用ボード（内田）
募金箱・芳名帳・筆記具（市川）
会場利用許可書（会長）
司会者原稿（北澤）
東日本災害映像（新川）
養生テープ・カッター・ゴミ袋（五十嵐）

□ 募金する旨ホールに通知（五十嵐）
□

二宮
登
■ロータリー報
１）「天皇陛下御即位奉祝式典」について
11 月 24 日㈰、神奈川県民大ホールにて開催
天皇陛下ご即位奉祝の集い、
プレイベント「武道祭 2019」～剣道、柔道、弓道、
空手道、なぎなた、合気道、相撲、日本拳法、
少林寺拳法、チャンバラ等が行われます。こ
の武道祭りに畠山重忠公甲冑の会が出場する
ことが内定されました。
３団体
・横浜旭ロータリークラブ
・横浜マニラ友好委員会
・鎌倉甲冑の会
２）ラグビーワールドカップを日本文化でお
もてなし
神奈川県主催で「やぶさめ」行事が 10 月
27 日㈰日本大通りで開催されます。前座を務
める畠山重忠甲冑行列を横浜旭 RC、姉妹都市
横浜マニラ友好委員会、鎌倉甲冑の会の３団
体の出場について県文化部で調整中です。決
–4–

定されたら３団体ともインターナショナルな
ので、大いに気勢をあげたいと思います。
■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )
轟
淳次様 ( 地区ガバナー・川崎マリーン
RC) ／ガバナーを拝命致しました川崎マリー
ンクラブの轟淳次と申します。本日は公式訪
問にお邪魔させて頂きました。皆様の想いを
地区運営に活かしてまいります。どうぞご指
導とご協力のほど、宜しくお願い致します。
栁沼 芳光様 ( ガバナー補佐・瀬谷 RC) ／皆
さんこんにちは。本日は轟ガバナーの御伴を
して参りました。どうぞよろしくお願い致し
ます。
鈴木慎次郎様 ( 地区幹事・川崎マリーン RC)
／本日は公式訪問に随行いたしました。轟ガ
バナーを支えるべく一年間邁進いたします。
皆様のお力添えを心よりお願い申し上げます。
野口四郎様、秦 明様 ( 川崎マリーン RC) ／
本日は地区大会のご案内と参加のお願いに伺
いました。来る 10 月 25、26 日、皆様のご参

加をおまちいたしております。よろしくお願
い致します。
佐藤 真吾／本日はガバナー公式訪問です。
轟ガバナー、柳沼ガバナー補佐、鈴木地区幹事、
そして地区大会キャラバン隊として秦様、野
口様、当クラブへようこそお越し下さいまし
た。ご指導の程よろしくお願い致します。米
山奨学生馮君ようこそ。
大川 伸一／轟ガバナー様、ようこそお越し
下さいました。又キャラバン隊の皆様暑い中
ご苦労様です。よろしくお願い致します。
佐藤 利明／轟ガバナー、柳沼ガバナー補佐
ご苦労さまです。
市川 慎二／ガバナー轟淳次様をお迎えして。
ガバナー補佐柳沼さん、昨日はお世話になり
ました。馮君、ようこそ。
二宮麻理子／轟ガバナー、鈴木地区幹事をお
迎えして。
宋
謹衣／轟ガバナー、鈴木地区幹事、本
日は宜しくお願いします。
新川
尚／轟ガバナー、鈴木地区幹事、本
日は宜しくお願いします。
二宮
登／轟ガバナーをお迎えして。鈴木
様、秦様、野口様ようこそいらっしゃいました。
田川 富男／轟ガバナー、柳沼ガバナー補佐、
ご訪問を頂きまして有難うございます。
目黒 恵一／轟ガバナー、柳沼ガバナー補佐、
ようこそいらっしゃいました。宜しくお願い
致します。
増田嘉一郎／ガバナー、ご指導宜しくお願い
します。
佐藤 二郎／轟ガバナーようこそお出で下さ
いました。よろしくおねがいします。
岡田
隆／轟様、本日はよろしくお願い致
します。
内田
敏／轟様、お暑い中訪問頂き有り難
うございます。本日はよろしくお願いします。
北澤 正浩／轟ガバナー、柳沼ガバナー補佐、
鈴木地区幹事、川崎マリーン RC 秦様、野口様、
ようこそいらっしゃいました。
関口 友宏／轟ガバナーご一行様をお迎えし
て。
五十嵐 正／轟ガバナーをお迎えして。本日
はご指導よろしくお願いします。
安藤 公一／①轟ガバナー、鈴木地区幹事よ
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うこそ。本日は宜しくお願い致します。②ラ
グビーワールドカップが先週金曜日に開幕し
ました。28 日㈯に JAPAN は強豪アイルランド
と対戦します。応援よろしくお願いします。
倉本 宏昭／①国際 RC2590 地区轟ガバナーの
公式訪問を記念して。②家内の誕生日に生花
を頂きました。年甲斐もなく喜んでいました。
* 半澤 剛様 ( 横浜南央 RC) ／先週の卓話者、
お車代 10,000 円をニコニコへ頂きました
■卓話
轟
淳次様（地区ガバナー）
「女性とロータリー入会の経緯」

女性によるロータリー活動の歴史の始まり
ポール・ハリスの夫人 ”ジーン・トンプソン・ハリス”

ロータリアンとその夫人たちに自宅を開放し、お互いに
打ち解けるようにしました。そして、夫人たちの間で
生まれた連帯感と奉仕の精神によって、夫人たちも一緒
に奉仕をするようになっていきました。

ロータリアンの夫人たちに
「ご主人のロータリーの活動を奨励してください。
ご主人方は、例会から帰宅される度に、より素晴らしい
男性に成長しているはずです。
ロータリーには、会員が向上しようとする高い理想
があるのです」

ロータリアンの配偶者のグループによる奉仕プロジェクト
ロータリアンの妻は「ロータリー・アン（Rotary Anns）
世界中のロータリアンの配偶者や女性の親戚の組織によって奉仕プロジェクトが実施されている。

人道奉仕プロジェクト
・学校、幼児診療所、衣食配給センター、病院施設、児童擁護施設、敬老ホーム、
その他の奉仕活動組織の設立
・働く母親たちのための託児所の手伝いなど、日替りでボランティア奉仕。
・青少年交換学生のための必要な財源を提供。
地域のロータリークラブが行う奉仕活動プログラムの補助的役割
国際的な奉仕プロジェクトを実施している。

女性社長の職業分類

女性のロータリー入会の経緯
1970年代 規定審議会に女性入会に関する制定案が提案 否決
1978年

デゥアルテ・ロータリークラブは、3名の女性会員（入会定款違反を承知の上）
国際ロータリーは懲戒権を発動して同クラブを除名処分

1987年

米国最高裁判決
「国際ロータリーが女性を入会させたという理由だけでクラブを除名することは
できない」

1989年

RIは規定審議会において、会員の条件から「男性」の文言を削除する制定案
を提示、採択。 女性会員がロータリーにおいて正式に認められた

1989年

日本最初の女性会員誕生（第2500 地区 清水RC）

2007年

2630地区の田中稔子氏（桑名北ＲＣ）が日本初の女性ガバナーに就任。

1990年には女性のロータリアンの数が2万人以上
2010年 20万人以上の女性ロータリアン（RI理事やロータリー財団管理委員就任）
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現在 2018‐2019年度
女性会員
25万人
世界
日本

ロータリー世界平和奨学生の先駆者
前国連難民高等弁務官・緒方貞子氏

２０％
６％

第2590地区 2018－2019
男性
女性

『ロータリーは、現在もまだ続けている
コースに私を乗せてくれました。 もし私
が国際親善奨学生としてアメリカの大学に
行かなかったならば、国際理解の研究に従
事しようとは思わなかったでしょう。』

9.3％

1870人
193人

女性会員の大幅増強を目指す！ 現在9.3％→15％目指す

曽祖父は元総理大臣の犬養毅氏。
24歳の時に、女性として日本で最初（全体でも日本から２人

会 員 の 増 減 推 移 （第２５９０地区）

目）のロータリー財団フェロー(1951～52年）に選ばれ、ワシン
年末会員数
トンD.C.にあるジョージタウン大学で国際政治学の勉強
3000

年初会員数
年

年末会員数

増

減

2900

度

２０００-０１

全会員数

女性

3,026

名

全会員数

女性
0

全

体

女性

2800
2700

-77

2600

２００１-０２

2,903

78

2,878

94

-25

16

人数 2500

２００２-０３

2,875

94

2,752

102

-123

8

2300

２００３-０４

2,740

101

2,718

109

-22

8

２００４-０５

2,718

109

2,664

111

-54

2

２００５-０６

2,664

111

2,675

122

11

11

２００６-０７

2,672

123

2,635

122

-37

-1

２００７-０８

2,635

122

2,562

129

-73

7

２００８-０９

2,562

129

2,422

134

-140

5

２００９-１０

2,422

134

2,344

130

-78

-4

２０１０-１１

2,344

130

2,277

132

-67

2

２０１１-１２

2,277

131

2,188

137

-89

6

２０１２-１３

2,188

137

2,157

141

-31

4

２０１３-１４

2,157

141

2,150

144

-7

3

２０１４-１５

2,150

144

2,140

158

-10

14

70

２０１５-１６

2,140

158

2,051

164

-89

6

50

２０１６-１７

2,051

164

2,047

183

-4

19

２０１７-１８

2,045

183

2,019

186

-26

3

２０１８-１９ １月

2,019

186

2,063

193

44

7

2019－2020年度
国際ロータリーガバナー

2400
2200
2100
2000

系列1

２０１
２００２００２００２００２００２００２００２００２００２００２０１２０１２０１２０１２０１２０１２０１２０１
８‐１
34地区中女性2名
０‐０ １‐０ ２‐０ ３‐０ ４‐０ ５‐０ ６‐０ ７‐０ ８‐０
９‐１ ０‐１ １‐１ ２‐１ ３‐１ ４‐１ ５‐１ ６‐１ ７‐１
９ １
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １
２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
5.8％
月
0

0

2,87 2,75 2,71 2,66 2,67 2,63 2,56 2,42 2,34 2,27 2,18 2,15 2,15 2,14 2,05 2,04 2,01 2,06
嶋田 康子 （しまだやすこ）

安間みちこ（あんまみちこ）

第2620地区 静岡・山梨 浜松ハーモニーロータリークラブ
1953年12月25日生まれ
190（有）三銀堂不動産 代表取締役（現職）
女性会員数
（有）三銀堂コーポレーション 代表取締役（現職）
170
（有）NUTCRACKER 代表取締役（現職）
150（株）サンユニオン 代表取締役（現職）
浜松ハーモニークラブ 入会（チャーターメンバー）
1302006年4月 ロータリー米山記念奨学会奨学生カウンセラー
2006年7月 浜松ハーモニークラブ会長
人数 1102010年7月 第2620地区会員増強・維持委員会委員
2012年7月 第2620地区静岡第7分区ガバナー補佐
90

第2540地区 秋田 秋田北ロータリークラブ
1945年6月26日生まれ
運送業
日の出運輸企業 株式会社
代表取締役会長
全日本トラック協会副会長
日本貨物運送協同組合連合会（日貨協連）理事
1996年11月 秋田北ロータリークラブ 入会
2008‐2009年度 クラブ会長

２０１
２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ２０１ ２０１ ２０１ ２０１ ２０１ ２０１ ２０１ ２０１
８‐１９
１‐０２ ２‐０３ ３‐０４ ４‐０５ ５‐０６ ６‐０７ ７‐０８ ８‐０９ ９‐１０ ０‐１１ １‐１２ ２‐１３ ３‐１４ ４‐１５ ５‐１６ ６‐１７ ７‐１８
１月

系列1

94

102

109

111

122

122

129

134

130

132

137

141

144

158

164

183

186

193

女性社長

女性の活力で甦らせようロータリー
女性ロータリアンを増やそう

■次週の卓話
10/9 米山月間フォーラム
馮
博君（米山奨学生）
週報担当
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佐藤

二郎

