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司会　伊藤  秀司 SAA
点鐘　名古　  治 会長
ロータリーソング

「それでこそロータリー｣

 ソングリーダー　小山宏明 会員

河口武生 　　　　　　出席報告

会長報告 名古　治　会長 

　　　　　　
　

　

　　

今日の花

委員会報告

　

                                              出席副委員長

御幡幸男　幹事

＜花言葉＞
　　　
・雄大な愛、高貴

★カサブランカ

幹事報告
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ホームクラブ
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前回修正

伊藤恒満　親睦活動委員長 

●川崎稲生ＲＣ
  12/20（金）移動例会
  12/25（水）クリスマス家族会
  12/27（金）自主休会
  1/3  （金）祭日休会
  1/29 （水）移動例会
　　     　   場所 ＩＭリハーサル多摩市民館
●川崎とどろきＲＣ
  12/9 （月）年忘れ家族会
  12/23（月）休会（天皇誕生日）
  12/30（月）休会（定款第6条 第1節適用）

■

■

■

■

■

森野知良　社会奉仕委員長
　日本盲導犬協会より御礼

小山宏明　青少年奉仕副委員長
　11/24(日)学童野球開会式　8：00～京町小学校
　12/14(土)新人戦決勝戦及び閉会式8：00～

宮本欣淳　ローータリ財団委員長
　ロータリー財団寄付の報告及び御礼

鈴木慎二郎　地区研修委員
　新会員研修3/16(日)聖光学院にて予定

鈴木慎二郎　ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長(一口メモ)
　・東京米山ﾛｰﾀﾘｰEクラブの紹介
　・メークアップについて

1.ガバナー公式訪問
　国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 市川緋佐麿 様
2.2016-17年度ｶﾞﾊﾞﾅﾉﾐﾆｰ候補者推薦依頼の件
3.３ＲＣ合同親睦夜間例会の決算書
4.クラブ戦略計画委員長会議開催の件
  12/13（金）15：00 ～ 17：00 場所ソシア21
5.2014-15年度 地区委員候補者御推薦依頼
6.新会員ｱﾝｹｰﾄ調査御協力のお願い（再）
7.その他
・会長幹事会の報告
　7RC全体でのﾀｳﾝﾆｭｰｽ掲載の件
・11/25(月)Ｒ財団補助金管理セミナー開催
　名古会長、宮本Ｒ財団委員長
・11/24(日)マリーン協賛　学童野球
　開会式　8：00　～　京町小学校にて
・12/2(月)ｴﾁｵﾋﾟｱ民族舞踊団川崎公演
　お知らせ

ビジター紹介　　　　　

内藤幸彦　様（川崎中ＲＣ）

なし

＊週報を送ってくださったＲＣ

川崎マリーンロータリークラブ
国際ロータリー第2590地区 創立1993.2.19

例　会 

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)
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今後の予定
◎

◎

◎

 11月28日(木) 「地区米山記念奨学委員会に参加して」
　 　　　　　　　島田精二 地区米山学友委員　　　 

 12月 5日(木) 「年次総会」

 12月12日(木)  松中秀司 職業分類委員長 担当
　　　　　　　　「外部卓話」
　　 　　　　　　産経新聞社　川上朝栄 様

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     名古　治　会長 特別ビジター

・国際ロータリー　第2590地区

　ガバナー 市川緋佐麿　様

・ガバナー同行

　国際ロータリー　第2590地区

  幹　事 　野渡和義　様

・国際ロータリー　第2590地区

　第1グループ　ガバナー補佐

  轟　淳次　様

1.例会変更のお知らせ
2.川崎南ＲＣの卓話ご案内 
 『ﾌﾟﾛｺﾞﾙﾌｧｰ 木戸 愛』出欠回覧します。

　　
　

　　

森野知良・西尾 猛

34

34

33 26 78.79

33 27 81.82     6 2 87.88
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クラブ会報担当　小枝義夫委員長

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 三野公一　副会長

※卓話原稿は3、4頁に掲載

★

★

★

★

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。
　（国際ロータリー 第2590地区 ガバナー市川緋佐麿 様）
市川ガバナーに随行して参りました。先月の地区大会では絶大な御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

　（国際ロータリー 第2590地区 幹事 野渡和義 様）
本日はガバナー公式訪問の御供で参りました。宜しくお願い致します。

　過日は鈴木直前会長、お世話になりました。（国際ロータリー 第2590地区 第1ｸﾞﾙｰﾌﾟガバナー補佐 轟　淳次 様）
ガバナー公式訪問市川ガバナーはじめ、皆様ご苦労様です。

　1.12月2日(月)のｴﾁｵﾋﾟｱ民族舞踊団川崎公演ﾁﾗｼ広告の御協賛の御礼と当日の入場券の御協力お願いに参上いたしました。
　　大変有難うございます。
　2.第11回エチオピア児童教育支援で11月6日から19日までエチオピアを訪問して参りました。 
　　これもロータリーの楽しみです。宜しくお願い申し上げます。（川崎中ＲＣ 内藤幸彦 様）

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

伊藤秀司会員
　市川ガバナー殿、ご訪問有難うございます。
　本日は宜しくお願いします。12/5年次総会はアメリカ
　ウィスコンシン州グリーンベイトに出張で欠席します。
　向こうでメークができればと考えています。

伊藤恒満会員
　市川ガバナー様、本日は宜しくお願い致します。
　先週の親睦定会ご出席の方お疲れ様でした。
　楽しいクリスマス会にしましょう。

増田敏雄会員
　市川ガバナー、野渡地区幹事、轟ガバナー補佐、本日
　の公式訪問宜しくお願い致します。

河口会員
　市川緋佐麿ガバナー様、本日はようこそいらっしゃい
　ました。御指導のほど宜しくお願い致します。

山本会員
　ガバナー市川様、本日はご指導宜しくお願い致します。

山崎会員
　市川ガバナー、マリーンへようこそ。
　卓話を楽しみにしています。

名古会員
　市川ガバナー、本日は宜しくお願いします。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

野口会員
　市川ガバナー様、野渡地区幹事様、本日は宜しくお
　願い致します。

森野会員
　市川ガバナー特級宮司様、ご利益いっぱいいただけ
　るよう今日はいつもの倍のニコニコです。

鈴木会員
　市川ガバナー、野渡地区幹事、轟第1グループアシ
　スタントガバナー、ようこそおいで下さいました。
　本日の公式訪問宜しくお願い申し上げます。

福嶋会員
　市川ガバナーの公式訪問お待ちしておりました。
　宜しくのほど。

武藤会員
　市川ガバナー、ご指導の宜しくお願い致します。

秦会員
　市川ガバナー、本日は宜しくお願いします。

小枝会員
　市川ガバナー、ようこそ川崎マリーンへ。
　今日は宜しくお願いします。

小山会員
　ＲＩ2590地区市川ガバナー様、本日は宜しくお願い
　致します。

東日本大震災義援金　 4   円

　　　累計金額 　　 52,000　円

,000

本日のニコニコ　　　43,500　円

　　　累計金額  　 544,351　円

本日の卓話

　　　　　

本日の卓話
市川緋佐麿ガバナー 公式訪問

ガバナー公式訪問記念寄付

　　

へ贈呈致しました。

ロータリー財団

　　　米山奨学会

国際ロータリー  第2590地区

ガバナー 市川緋佐麿 様



本日の卓話本日の卓話

■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。 
　　●グローバル補助金　　　●地区補助金
　①ＭＯＵ（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』で各クラブ純増１名必達。 
「旧事徹底」とは：先輩たちの努力を見直し、徹底して実行しよう。
　増強ノートをつくり活用しよう。全員で増強に努力しよう。 純増　各クラブ1名
「入会のしおり」を作成しよう。地区のパンフレット「ロータリーとは」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。先ず、ロータリー家
　　族に。 
　②「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、奉仕事業を
　　行う際は計画書・取材依頼書をメディアに届けよう。 
 
■地区方針　４　「ポリオ撲滅」 
　あと３ケ国。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。あと少しです。
　②2012-13年度（露木G）
　  2013-14年度（市川G） 当地区 10万ﾄﾞﾙ
    2014-15年度（大野G）　  同  10万ﾄﾞﾙ 
    2015～16～17-18年度　検証期間を経て
「撲滅宣言」へ
　支援のお願い・・・当地区今年度10万ﾄﾞﾙ 
　会員お一人　50ﾄﾞﾙ（5,000円）を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、ロータリーの友（2013年１月号に掲載） 　よく読み直してみよう。

■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。 （当面の目標：各グループに１クラブずつ）
　* 困った時は地区戦略計画委員会が お手伝いいたします。

■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勉強しよう。企画者は 面白いものにしてください。
　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。 
　②「ロータリー検定」など地区のリソースを利用しよう。　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新会員入会式、歓迎会、IMまたはクラブの1泊研修 などは特に“感激的な企画”を立案してく
　　ださい。 

■地区方針　８　「ロータリー財団」 
　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 
　～例年通りのお願い～
　　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 
　　どうぞ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」 にご理解と寄付のお願い 
　①事業の意義
　　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
　　を育成すること。　（一人当たり寄付額　日本一を継続中） 
　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円以上が目標です。例年と同額です。
　
　よろしくお願い致します。

＜ 2013-14ガバナー公式訪問 卓話資料 ＞



本日の卓話本日の卓話

■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。

＜時代の変化とロータリークラブの変化＞
　1990年代以来
　○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
　○環境破壊、生態系破壊、人権、貧困、紛争等々
　○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？
　○新興国特にインドで会員数急激に増加　　　逆に、先進国で減少始まる
　○2005年・・・ロータリー１００周年
　○2017年・・・ロータリー財団１００周年

■戦略計画委員会の誕生
　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」
　地区リーダーシッププラン（ＤＬＰ）とクラブ･リーダーシッププラン（ＣＬＰ） 
　　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
 
■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理事のメッセージ（ロータリーの友　2013年7月号より）
　ＲＩ理事として参加した規定審議会にて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」
　○「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。」

■もう一人のＲＩ理事のメッセージ（ロータリーの友　2013年7月号より）
　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。」

■まとめ　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、以て会員の増強、クラブの拡大発展を図って行きたい。 

　ご清聴ありがとうございました。

＜ 2013-14ガバナー公式訪問 卓話資料 ＞
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