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■司　　会　親　睦　北澤　正浩
■開会点鐘　会　長　安藤　公一
■出席報告

■本日の欠席者
宋、東谷、福村
■ビジター
志村　雄治様（RI 第 2590 地区ガバナー・川崎南 RC）

工藤　幸弘様（地区副幹事・川崎南 RC）

村田　眞一様（地区財務委員長・川崎南 RC）

佐藤　佳一様（第５G ガバナー補佐・新横浜 RC）

■会長報告　　　　　　　　　　　安藤　公一
　本日は志村ガバナーにお越しいただきまし
た。ご指導宜しくお願い致します。
　大型で強い勢力だった台風 14 号に続き小型
で勢力もさほど強くなかった台風 15 号は、東
海地方を中心に、予想以上の豪雨被害をもたら
しました。被災された方々には心よりお見舞い
を申し上げます。やはり天災に対しては事前準
備と早期避難ですね。この２つの台風と阿部元
首相の国葬のせいで、新型コロナの話題は 4 番
手くらいに押しやられた感じです。まだ収束し

た訳ではないので、引き続き感染対策は続けて
いかねばなりません。月曜日には台風一過の晴
天となり、季節が急進し一気に秋の陽気になり
ました。朝晩は涼しさを通り越し、肌寒さを
感じる程に気温が下がりました。僅か 1 日で
10℃も気温が下がり健康管理に気を付けないと
いけないと実感しています。
　この 1 週間での最大の話題は、阿部元首相の
国葬だったと思います。1 週間前に行われた英
国のエリザベス女王の葬儀とは比較できません
が、大きな混乱もなく無事に終わってホッとし
たというのが正直な感想です。
　変わって、明るい話題としては、プロ野球ヤ
クルトスワローズのセリーグ優勝、7 月早々の
マジック点灯から新型コロナ感染などで 2 か月
間苦労した末の栄冠でした。女子プロゴルフで
は山下選手のツアー最少ストロークの 60 は凄
かったラウンドのパット数は 22 両方の数字は
私でしたらハーフの 9 ﾎｰﾙで叩きかねないもの
です。今週の日本女子オープンも楽しみです。
続いて大相撲の玉鷲関の優勝でした。37 歳を
過ぎて益々力強く元気な印象です。同年代の中
年の皆さんに元気を与えたことと思います。
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▷地区関係
1）10 月 13 日㈭に地区の財団セミナー開催の
案内がきました。安藤と増田委員長が参加する
予定です。
2）11 月 11 日・12 日開催の地区大会の案内が
きました。従来通り全員登録を予定しています。
日程の調整をお願いします。
3）「世界ポリオデー」イベント開催の案内がき
ています。10 月 23 日㈰ 13 時～ 16 時桜木町
駅前広場にて開催されます。
4）RLI パートⅡが 10 月 16 日㈰ 9 時～ 17 時
聖光学院にて開催されます。旭ふれあい区民ま
つりと日時がかぶりますので。新川幹事に参加
をお願いしました。
5）10 月 15 日㈯に米山学友会総会が新横浜グ
レイスホテルで開催されるとの案内が来ています。
▷クラブ関係
6）昨日、五十嵐災害対策委員長と共に「みん
かな」（災害復興支援くらし応援・みんなのネッ
トワークかながわ）の皆さんとお会いしてお話
してきました。詳しくは委員会報告時に五十嵐
さんからお話頂けると思います。パンフレット
を頂戴しましたので、回覧しておきます。
7）今週土曜日に新入会員歓迎の宴が開催され
ます。久方ぶりの歓迎会となります。ハメを外
さぬ程度に感染防止に配慮しながら楽しみたい
と思います。親睦委員長ご手配ありがとうござ
います。
8）12 月 4 日㈰ 14 時に国立競技場で開催され
る関東大学ラグビー対抗戦早稲田 vs 明治を見
に行きませんか？ご希望の方は、来週の例会
10 月 5 日までに安藤までお申し込みお願いし
ます。座席表と価格表を回覧しておきます。
■幹事報告　　　　　　　　　　　新川　尚
１）例会臨時変更のお知らせ
〇横浜あざみ RC　10 月 12 日㈬休会
〇新横浜 RC　　　10 月 20 日㈭移動例会

　　8：50　戸塚カントリー倶楽部集合
　　18：30　新横浜グレイスホテル
〇横浜南 RC　10 月８日㈯・22 ㈯　休会
■ニコニコ BOX
志村　雄治様／ガバナー公式訪問で伺いました。
宜しくお願いいたします。
工藤　幸弘様／本日は志村ガバナーの同行で参
りました。よろしくお願い致します。
村田　眞一様／本日志村 G の公式訪問に随行
してまいりました。地区財務委員長の村田です。
一年間よろしくお願い致します。
佐藤　佳一様／本日のガバナー公式訪問、よろ
しくお願いします。
安藤　公一／志村ガバナー、佐藤ガバナー補佐。
村田地区財務委員長、工藤地区副幹事ようこそ
お越し頂きました。本日は、ご指導宜しくお願
い致します。
新川　　尚／志村ガバナー、佐藤ガバナー補佐。
村田地区財務委員長、工藤地区副幹事、本日は
宜しくお願いします。
五十嵐　正／志村ガバナーをお迎えして、本日
はよろしくお願いします。村田さん美術ではい
つもお世話になります。
妻の誕生日に素敵なお花ありがとうございまし
た。
二宮麻理子／志村ガバナー、佐藤ガバナー補佐
をお迎えして。
内田　　敏／志村雄治ガバナー本日はよろしく
お願いいたします。
田川　富男／志村ガバナー旭ロータリーによう
こそ、宜しくお願い致します。
平子　智章／志村様、佐藤様本日は宜しくお願
い致します。
関口　友宏／志村ガバナー御一行様、本日はよ
うこそ。御指導宜しくお願い致します。
市川　慎二／ガバナー志村雄治様をお迎えして
増田嘉一郎／ガバナーをお迎えして。ご指導宜
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しくお願いします。
佐藤　真吾／志村ガバナーをお迎えしての公式
訪問、ご指導よろしくお願い致します。
中谷　逸希／志村ガバナーをお迎えして、よろ
しくお願いします。
岡田　　隆／志村ガバナーをお迎えして。本日
はご指導よろしくお願い致します。
■ガバナー卓話　　　　　　　　　志村　雄治

▷私の仕事・趣味等
１．幼稚園学校法人志村学園理事長白山幼稚園長
２．専門学校・大学での非常勤講師
 ・横浜高等教育専門学校担当「健康指導法」
 ・ 鎌倉女子大学児童学部前非常勤講師担当「健
康」、「幼児指導」大学院担当「幼稚園経営管理
特論」（令和元年まで）
３．幼稚園教育団体での活動
 ・公益財団法人幼少年教育研究所評議員
 ・公益社団法人全国幼児教育研究協会神奈川支
部前支部長
 ・公益財団法人神奈川県私立幼稚園退職基金財
団理事
４．私の趣味
 ・ロータリー・オン・スタンプ
 ・通行手形・ぬいぐるみ・マグネット・コップ集め
 ・世界遺産検定２級、城郭検定３級他
▷ロータリー活動

〔ロータリー歴〕
 ・1979 年 1 月 川 崎 日 吉 RC 入 会（88-89, 
07-08 年度会長）

 ・2011 年 11 月川崎南 RC 入会 ( 合併により )
 ・1990-91 年度地区ローターアクト委員長
 ・1993 ～ 98 年度地区青少年交換委員（5 度）
 ・1999 ～ 2001 年度地区 GSE 委員（2 度）
 ・2003-04 年度地区インターアクト委員長
 ・2004-05 年度第１Ｇガバナー補佐
 ・2006-07 年度地区新世代育成委員長
 ・2008-10 年度地区世界平和フェローシップ委員長
 ・2011-13 年度地区ロータリー財団委員長
 ・2017-21 年度ポール ･ ハリス ･ ソサエティ

（PHS）コーディネーター
　Ｒ財団メジャー・ドナー、べネファクター、
MPHF、PHS 会員、米山功労者マルチプル
■ RI 会長テーマ
RI 会長／ジェニファー・ジョーンズ

（ウィンザー・ローズランド・ロータリークラ
ブ／カナダ・オンタリオ州）会員
イマジン・ロータリー
　想像してください、私たちがベストを尽くせ
る世界を。
　私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変化
をもたらせると知っています。
　ロータリーでの参加型の奉仕、人間的成長、
リーダーシップ開発、生涯にわたる友情こそが、
目的意識と熱意を生み出します。想像してくだ
さい、私たちがベストを尽くせる世界を。私た
ちは毎朝目覚めるとき、その世界に変化をもた
らせると知っています。
　私たちは今、果敢に、目的意識をもって行動
し、リーダーシップを発揮できるかどうかが問
われています。
　昨日のことをイマジン（想像）する人はいま
せん。それは未来を描くことです。
■ガバナーテーマ

「ロータリーの再生」─新たな挑戦─
１．ロータリーの目的に沿った魅力あるクラブ
創りに取り組み、新たな挑戦をしましょう。
・ロータリーの原点である親睦と奉仕を基本に、
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各クラブに最もふさわしい楽しく充実したクラ
ブ創りを目指しましょう。
・戦略計画 / 長期計画を再調整し、それを遂行
しましょう。
・会員の積極的な参加を促す新たなクラブ運営
をめざしましょう。
・ロータリーの目的にある職業上の高い倫理
観 と は、 と り も な お さ ず 企 業 や 組 織 の CSR

（Corporate Social Responsibility）であり、こ
れは職業奉仕に他なりません。そこで、新入会
員、若年会員、女性会員とのつながりを築く機
会を提供し、ロータリーの大きな 強みを生かし
ましょう。（地区ではそのような機会を支援し
ていきます）
・ロータリーの多様性・公平さ・インクルージョ
ン（ＤＥＩ）について理解し、各クラブ、地区
で今後の取組みについて考え、実践しましょう
 ２．会員基盤の充実と強化をしましょう
・会員増強が最大の課題であり挑戦ですので、
従来にない職業、女性（特に重点をおきます）、
若い世代の入会を促進しましょう。
３．青少年奉仕活動の充実に向けて新たな挑戦
をしましょう
・インターアクトクラブ卒業生を中心にした「衛
星クラブ」を結成しましょう
8 名以上で結成できる「衛星クラブ」を結成し、
ＳＤＧＳ等の活動をしましょう
・ローターアクトクラブも「衛星クラブ」結成
を目指して、様々な活動をしましょう
・青少年交換は、危機管理をしっかり行い、今
年度 2 ～ 3 名の派遣学生を募集し、次年度から
の再開をめざしましょう
４．奉仕プロジェクトの充実を図りましょう
・RI テーマは「イマジン・ロータリー」ですので、
未来に向かった各クラブにあった新しい奉仕プ
ロジェクトの充実をお願いいたします。
 ５．ロータリー財団と米山記念奨学事業に対す

るご理解と寄付に協力しましょう
【 ロータリー財団の寄付目標 】
〇年次基金寄付 一人当たり１５０ＵＳドル以上
〇恒久基金寄付（ベネファクター１名相当の寄
付額は 1,000 ＵＳドル） ３０名未満のクラブは
2022-24 年度の間で１名（1,000 ＵＳドル）以上
　３０名以上５０名未満のクラブは１名（1,000
ＵＳドル）以上
　５０名以上のクラブは２名（2,000 ＵＳドル）
以上
〇ポリオ・プラスへの寄付
　 一人当たり３０ＵＳドル以上
○ポールハリスソサエティーの会員を 60 名以上

【  ロータリー米山記念奨学事業への寄付目標  】
〇普通寄付 一人当たり 5,000 円以上
〇特別寄付 一人当たり 20,000 円以上
 合計で一人当たり 25,000 円以上
 ６．公共イメージとロータリーの認知度の向上
を図りましょう
・「ロータリーのビジョン声明」に謳われている
“ 持続可能なよい変化を生むために    ” 私たちは

「ロータリーを理解し、ともに行動しよう」と
いう人々を増やしていく必要が あります。その
ために私たちは、ロータリーの存在を、ロータ
リーの活動を外に向けて効果的に発信していき
ましょう。
７．会員交流会（新人・職業等）を開催しましょう
・変動する時代を踏えたロータリーのあり方を
考える会員交流会を開催しましょう。
８．マイ  ロータリーの登録率を向上させましょう
・まだまだマイ ロータリーへの登録率が低いよ
うですので、登録率の向上をお願いいたします。
９．2022-23 年度ロータリー賞（ロータリーク
ラブ対象）に挑戦しましょう
・必須項目を検討の上、その活動項目を達成し
ロータリー賞に挑戦しましょう。
■次週卓話／一般卓話　中谷会員


