
★司会　宮本欣淳 副SAA
点鐘　三野公一 会長★
ロータリーソング★

「我らの生業」「四つのテスト」
 ソングリーダー　増田洋一 会員

〇川崎南ＲＣ
  3/19（火）休会　祝日含む週による休会
 4/ 9（火）夜間移動例会創立59年記念例会
　　　　　　　　荒井屋万国橋店  点鐘　18：30

◎2月28日（木） 会員卓話　
 小山会員・小枝会員・伊藤(秀)会員

◎3月　7日（木） 会員卓話
　　　　　　　　　　 瀧口会員・小峰会員・伊藤(恒)

◎3月14日（木） 外部卓話
　　　　　　　　　　 川崎市議会議員　本間賢次郎氏

　 川崎とどろきＲＣ　　　川崎中ＲＣ

　　　　

　　

　　

■松中秀司 広報雑誌記録担当員

　 先日皆様にご紹介した「ＳＤＧＳ」について、朝日

　 新聞で特集した冊子、

　 「トップが語る2030ＳＤＧｓで変える」を回覧致します。

　 ご興味がある方や冊子が必要な方はお声かけくだ

　 さい。

　　

1.3/18（水）クラブ会長エレクト研修セミナーご案内

　 時間10：30～17：30　 メモワールプラザソシア21　

2.3/3（日） ローターアクト地区大会ご案内

　 時間13：00～17：00

 　参加者は三野会長、河口委員長、齋藤委員

3.その他

①4/13（土）.14（日）川崎マリーンRC杯争奪学童野球春

　 季大会のお知らせ 宮前小学校にて

　 開会式 8：00～　閉会式 13：30頃～　

②3/31（日）次年度　地区研修協議会ご案内

　 聖光学院中学校・高等学校　12：30～18：00
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会　長　報　告 三野公一 会長

　　　　ゲ  ス  ト  紹  介 三野公一 会長 

〇鈴木憲治 様（川崎麻生ＲＣ）

　　　　

〇ありません

林　伸彦　幹事幹　事　報　告
1.例会変更のお知らせ



ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 増田敏雄　副幹事

◆次年度準備の陣中見舞いにまいりました。

　（川崎麻生ＲＣ　鈴木憲治 様）

　　

クラブ会報担当：増田敏雄委員長

◆福嶋会員

　 河口さん、轟さん、卓話楽しみにしておりました。

 大いに笑わせてください。 期待しております。ワァハハーー。

◆河口会員

　 卓話です。よろしく。

◆轟会員

  1.川崎麻生ＲＣ鈴木憲治様、ようこそ。

  2.本日の卓話でサンディエゴでのガバナーの話を皆様に

　　報告します。

◆増田(洋)会員

 建築中の独身寮の引き渡しが3/8に決まりました。

 新人入居用です。

◆秦会員

 河口さん、轟さん、今日の卓話宜しくお願いします。

◆小山会員

 本日の卓話非常に楽しみにしてまーーーす。

◆鈴木会員

　 鈴木憲治様、ようこそおいで下さいました。いつもご指導有

 難うございます。

 だいぶ春らしくなってきました。先日聖光学院で地区協の打

 ち合わせに行ってきましたが、地区協開催日（3/31）に桜が

 毎回だと周辺が混雑するとの事で複雑な気持ちになりました。 

◆中條会員

 本日河口様、轟様、卓話宜しくお願い致します。

 小峰様、昨日は有難うございました。

◆山本会員

 福嶋様、先日は貴重な資料をいただき大変ありがとうござい

 ます。今後共体調に気を付けながらご指導宜しくお願い致

 します。

◆小枝会員

　 4月10日マリーンゴルフ大会を開催いたします。皆さんお友

 達をお誘いください。宜しくお願いします。

◆伊藤(秀)会員

 こんにちは。今日も一日頑張りましょう。

◆山﨑会員

 最近は現場に出てやけどだらけです。

 河口さん、轟さん、卓話楽しみにしています。

◆増田(敏)会員

　 1.河口様、轟様、本日の卓話楽しみにしています。

 2.鈴木憲治様、ようこそいらっしゃいませ。

本 日 の 卓 話

『会員卓話』 

　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　  

河口武生 会員

轟　 淳次 会員

本日のニコニコ　　  18,000円

　　　累計金額 　  590,500円

マーク・ダニエル・マローニー国際ロータリー会長エレクトは、より
力強いロータリーを築くためのビジョンを発表し、地域社会とのつ
ながりを広げるために、革新的な会員モデルを導入していくことを
クラブのリーダーに呼びかけました。 
ジケーター・ロータリークラブ（米国アラバマ州）会員のマローニー
会長エレクトは1月14日（月）、米国カリォルニア州サンディエゴで
開催中の次期ガバナーエレクトへの研修行事である国際協議会
で、2019‐20年度の会長テーマ、「ロータリーは世界をつなぐ」を
発表しました。
「最初の強調事項はロータリーを成長させることです。私たちの奉
仕活動やプロジェクトのインパクトを成長させること、また、最も重
要なのは、これからより多くのことを達成するために、会員を増や
すことです」とマローニー会長エレクトは述べました。
ロータリーでの経験の中核にあるのは「つながり」であるとマロー
ニー会長エレクトは信じています。
「ロータリーで私たちは、お互いの違いを超え、深く、意義あるか
たちでお互いにつながることができます」とマローニー会長エレク
ト。「ロータリーは、ロータリーがなければ出会うことがなかった人
びと、職業上の機会、私たちの支援を必要とする人たちとのつな
がりをもたらしてくれます」
さらに、多様な会員から成る会員増強委員会を設立することで、
現在クラブに反映されていない地域社会の人たちを特定するよう
すべてのロータリークラブとローターアクトクラブに促しました。
また、「ユニークなネットワークを駆使するロータリーを通じて私た
ちは、人類の素晴らしい多様性とつながり、共通の目的において
末永く続く深い絆を創り出します。世界がこれまで以上に分断す
る今日、私たち全員をつなぐのはロータリーです」と続けました。
会長エレクトはさらに、忙しい職業人や家族の都合でも忙しい会
員にもリーダーの役割を果たしてもらえるよう、さまざまな例会の
内容や奉仕プロジェクトの機会を提供するよう促しました。
「ロータリーでの活動と家族との時間が競合せず、互いに補完し
合うような文化をつくっていく必要があります」と会長エレクト。
「これには、現在の文化を変えるための現実的なステップを取る
こと、つまり、期待値を現実的に受け止め、スケジュール作りを熟
考し、すべてのレベルのロータリー行事に子どもを受け入れるこ
とを意味します」

記事：Arnold R. Grahl
ロータリーニュース

2019-20年度 ＲＩ会長
マーク・ダニエル・マローニー氏の
スピーチは別紙をご覧ください。

2019‐20年度のテーマ、
次期地区ガバナーに発表する
マーク・ダニエル・マローニー
会長エレクト（米国カリフォルニ
ア州サンディエゴにて）


