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幹事報告

●点 鐘

渡辺 冨士夫会長

・先週も案内いたしました、10 月 11 月のメークアップ予定表が回覧さ

●斉

「奉仕の理想」

れますので参加をしたいクラブへ記入をお願い致します。明日 14 日は

♪増田 昌美ソングリーダー
昌美ソングリーダー

逗子 RC へメークアップに行きます。

唱

本日の
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第 2590 地区 ガバナー

渡辺 冨士夫 会長
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RC）

市川緋佐麿 様
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大部 哲也 樣
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中村 祐規 様

米山奨学会・
米山奨学会・ロータリー財団
ロータリー財団 特別寄付金 （当クラブより
クラブより地区
より地区へ
地区へ）

鈴木 昇二幹事

会員数

対象者

出

席

欠

席

出席率

1833 回

64

56

39

17

69.64%

1831 回

68

60

34

26

56.66%

前々回の修正メークアップ

8名

修正出席率

70.00%

メークアップ
林鶴・炭谷博功・細谷重徳・白石浩司・武者惠吾・坂東保則・船木幸雄
飯塚元明

各会員

9 月の出席順位
280% 中村眞治 会員・牛山裕子 会員
220% 武者惠吾 会員
200% 渡辺冨士夫 会員・鈴木昇二 会員
来訪ロータリアン
来訪ロータリアンの
ロータリアンの紹介

長倉 連治 親睦委員長

川崎 RC

高橋 賢二 様

会長報告

渡辺 冨士夫 会長

・10 月 11 日(月)に 8 クラブ親善ゴルフ大会が行なわれました。今年度は

160% 鈴木幹久 会員・野沢隆幸 会員
140% 宮山光男 会員・増田昌美 会員・大藪善一 会員・石川庸 会員
白石浩司 会員・伊藤佳子 会員・石渡勝朗 会員・小林勇次 会員
飯塚元明 会員

大師クラブが団体で優勝、個人で優勝と昨年の雪辱を果たしました。
120% 寺尾巌 会員・船山昭三 会員・横山俊夫 会員・石渡利治 会員
・11 月 1 日(月)に GSE メンバーの歓送会を新横浜国際ホテルにて 16 時
から 2 時間予定されています。是非参加をお願い致します。
・川崎日吉 RC より、10 月 28 日(木)に夜間例会に卓話を聞きに来てくだ

布野真治 会員・水口衛 会員・須山文夫 会員・長倉連治 会員
9 月ホームクラブ 100%出席者
100%出席者
船山昭三・鈴木幹久・宮山光男・野沢隆幸・増田昌美・石渡利治

さいとの案内がありました。当日の卓話者は、NHK 広報副部長福原健
石川庸・渡辺冨士夫・岩﨑寛・鈴木昇二・伊藤佳子・石渡勝朗
一さんです。ご都合がよい方は是非メークアップして下さい。
須山文夫・牛山裕子・長倉連治
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・寺尾、増田会員 GSE ホストファミリー有難うございました。
布野 真治会員

川野 正久様

8 クラブゴルフ大会に参加の皆様、お疲れ様でした。見事に団体も個人

川崎大師ロータリークラブの皆様、こんにちは。本日はお世話になりま

も大師が優勝しました。

す。本年度の貴クラブのご活躍とご発展、また貴クラブ会員の皆様のご

武者 惠吾会員

健勝を祈念致します。「地域を育み、大陸をつなぐ」

11 日 8 クラブ対抗ゴルフコンペに参加の皆さんお疲れ様でした。結果は

第 1 グループガバナー補佐
グループガバナー補佐

白石さんの優勝、団体戦には 2 位に 30 打差で優勝という華々しい成績で

市川 緋佐麿様

した。70 台が 3 人という大師のレベルの高さにも驚かされました。

ガバナー公式訪問おめでとうございます。

小林 勇次会員

川野ガバナーをご案内して参りました。

8 クラブ親睦ゴルフ大会に参加の皆様、ゴルフとアクアラインの大渋滞お

第 2590 地区幹事

疲れ様でした。

大部 哲也様

渡辺 冨士夫会長

皆様こんにちは。地区大会には皆さんでご出席下さい。

川野ガバナーようこそお越し下さいました。

川崎北 RC

鈴木 昇二幹事

大部 哲也様

2590 地区ガバナー川野正久様ようこそお越し下さいました。

寺尾先輩、島岡さん、安藤さんいつもお世話になっています。

本日の卓話宜しくお願い申し上げます。

川崎 RC

竹田 正和副会長

高橋 賢二様

川野ガバナーをお迎えして！

お世話になります。多分 3 回目です。

本日の
本日のニコニコの
ニコニコのテーマ

川崎大師 RAC

‘川野ガバナー
川野ガバナー、
ガバナー、本日は
本日は宜しくお願
しくお願い致します’
します’

中村 祐規様

横山俊夫会員・水口衛会員・御手洗征郎会員・牛山裕子会員

川野ガバナー、いつもお世話になっております。父と仲良くやっていま

坂東保則会員・大藪善一会員・船山昭三会員・石渡勝朗会員

す。そして私も父親になりました。

鈴木節夫会員・長倉連治会員・伊藤佳子会員
合計

寺尾 巌会員

70,000 円

川野ガバナー、市川ガバナー補佐、大部地区幹事本日の公式訪問どうぞ

委員会報告

宜しくお願い致します。

増強委員会

鈴木 幹久会員

本日例会終了後、写真撮影を行った後に例会場で第 3 回増強委員会を行

・川野ガバナー、大部地区幹事、本日の公式訪問よろしくお願い致しま

ないますので皆様の参加を宜しくお願いします。

す。

石川 庸委員長

地区 GSE 委員会

中村 眞治会員

・妻の誕生日祝いに素晴らしいお花ありがとうございました。

10 月 3 日～10 日までの間、第 1・第 4 グループが担当しました GSE チ

野沢 隆幸会員

ームの日程は滞りなく終了致しましたことをご報告致します。寺尾さん、

川野ガバナーようこそお越し下さいました。

増田さんには感謝しております。本当に有難うございました。

宮山 光男会員

ゴルフ野球同好会
ゴルフ野球同好会

・川野ガバナーをお迎えして。

ゴルフ同好会・・・見事優勝できました。参加の皆様、お疲れ様でした。

・10 月 2 日～9 日第 24 回世界宗教者平和の祈りの集いでスペイン、バ

草野球同好会・・・来月広島（福山）へ全国大会に行ってきます。

ルセロナ、マドリッドへ行って参りました。

布野 真治会員

今月の理事会でクラブより 5 万円の補助をいただきました。部員に代わ

中村 眞治会員

りまして御礼を申しあげます。また、寄付の箱も例会中に回して良いと

・川野ガバナーをお迎えして。

許可を受けましたので苦しい草野球同好会に宜しくお願い致します。
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りて学ぶ」とは、ロータリーにあっては教師も生徒もおりません。全員
が生徒なのです。つまりロータリーの例会は「自己研鑚の場」であるわ

代表取締役

けです。また､「出でて奉仕せよ」とは､例会場を出たら学んだことを奉

ロータリー歴：
仕、実践せよ、という意味です｡
1984 年

川崎北ロータリークラブ入会
次にレイ･クリンギンスミス RI 会長のロータリー歴をご紹介します｡

2003～4 年 同クラブ会長

元ロータリー財団奨学生であり､

2005～6 年 地区社会奉仕委員長

1961 年 ユニオンビル RC（ミズリー州）

2006～7 年 地区国際奉仕委員長
卓話

川野 正久ガバナー
正久ガバナー

に入会しました。入会 14 年目で、
、

皆様こんにちは、本年度 第２５９０地区のガバナーを務めております川

第 605 地区ガバナーを務め、RI 理事、

崎北ロータリークラブの川野正久です｡どうぞ宜しくお願い致します。本

Ｒ財団管理委員、39 年目で、

日は川崎大師ロータリークラブにお伺い致しました。

国際ロータリー会長になりました。

世界大多数地区の退会者からの情報によると
①クラブに指導性がない
②クラブに魅力がない
③奉仕に関わるプロジェクトが少ないなどの

続いて､略歴をご紹介します。米国ミズリー州カークスビルの弁護士で
あり､カークスビル トルーマン州立大学に 22 年間勤務されております｡
私が着ているブレザーは、赤紫ですが、毎年色が変わっています。
続いて､国際協議会のメインであります

2010－11 年度の RI テーマの発

問題点があると言われています。
表に移りました。RI 会長は、テーマを決めるにあたり、
そこでロータリーの魅力についてですが､ロータリアンひとり 1 人が魅力
をもたなくてはなりません。そこで私はこの様に考えました。第一人称
「自己を律すること」、第二人称「友を大切にすること」
、第三人称「他
者への貢献」である。言いかえれば、自己研鑚、友情（親睦）、そして奉
仕でございます。このことを常に循環して問うことにより､自己の人格を

１）「ロータリアン以外の人にロータリーの目的を説明すること」
「ロータリアンに自分たちの活動の意義を再認識してもらうこと」の
２つを満たすテーマを探しました｡
２）言葉として何が適切かーロータリー活動の四大奉仕を考えると､

形成し、向上させる訳でございます。このことをより充実させるために

クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕は､例会を通じて自己を高め､職業を

は､親睦と奉仕そして例会への出席が重要であると理解しております。

通じて善き市民となり､地域社会をより住みやすく､働きやすい場所

魅力あるロータリーとは

にすること

すなわち「地域を育み」を意味します｡

◎ロータリーは知人ではなく、友人の集まりです。

一方､国際奉仕は､国や大陸を異にする海外のクラブと協力し､世界理解･

◎思いやりの心が大切です。

親善･平和を広め､世界をより良くすること｡この国や大陸に橋をかける

◎ロータリーの綱領と四つのテストを大切に、職業の倫理性をもちまし

こと｡すなわち、
「大陸をつなぐ」を意味します｡このように､現在のロー

ょう。

タリーの現在の使命を表し、私たちの業績を強調するために、私たちの

◎一業種一会員制を大事にし、職業分類の未充填を充填する増強を。

得意とすること、すなわち、「地域を育み 大陸をつなぐ

◎どんなプログラムも原点に戻り、見直しとスクラップアンドビルドが

Communities

必要です。

Building

Bridging Continents」が最適のテーマである、と発表し

ました。

さて、今年の 1 月 18 日から 24 日まで､アメリカ､カリフォルニア州サン

続いて、RI の最優先事項として､(1)ポリオ撲滅 (2)青少年にかかわる活

ディエゴで行なわれました国際協議会に出席してまいりました。

動を発表し、強調事項として､６分野を掲げました｡私はこれを「人道的

本会議場の入り口に「入りて学ぶ」 Enter To Learn､出口には､「出でて

支援に関する活動」としました。

奉仕せよ」 Go Forth To Serve の大きな看板がありました。ここに「入

ここでポリオについて少しお話をさせて頂きます。
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①ポリオ(POLIO 小児麻痺)という

◎1982 年、東京麹町ＲＣの山田彝(つね)、

身体の自由を奪う病の感染者の減少に

峰英二氏の活動が、ポリオ撲滅運動の原動力に

ロータリーは大きく貢献してきました｡

なっています。また､今年の 2 月に神戸市の

ロータリーは､

子供がポリオを発症したとの発表がありました｡

1985 年ポリオプラスプログラム発足

ポリオは決して他人事ではないのです｡

して以来､20 億以上の子供に経口ポリオワクチンの投与を続け､

「青少年に関する活動」として、インターアクト、ローターアクト、青

現在までに世界 210 の国や地域からポリオが無くなり､134 の国や地域が

少年交換、ＲＹＬＡ、国際親善奨学生、米山記念奨学生、ロータリー平

ポリオ無発生の証明を受けました｡現在､ポリオ感染国はインド､パキス

和フェロー等、活発なプログラムがあります。

タン､アフガニスタン､ナイジェリアの 4 カ国といわれています｡この 4 カ

従来のプログラムの踏襲だけでなく新たなプログラムの展開をお願い

国は､文化的･宗教的問題､地理的孤立､インフラ整備、武装紛争中で予防

致します。強調事項につきましては､6 分野を「人道的支援に関する活動」

が非常に困難な状況で､今までより多額な費用を必要とすることをご理

としました｡

解ください｡

③各
各クラブの
クラブの自主性を
自主性を尊び､クラブ奉仕
クラブ奉仕の
奉仕の充実を
充実を図り､職業奉仕の
職業奉仕の重要性

②青少年にかかわる活動について述べます｡RI 会長は元ロータリー財団

を理解し
理解しましょう。
ましょう。

奨学生です｡故郷ミズリー州のユニオンビルロータリークラブからの奨

・ここに「クラブの自主性を尊び」とは､クラブ主導を意味します。

学生として 1 年間､南アフリカへ留学しました｡生まれ故郷で初めての国

・クラブ奉仕は、各クラブが楽しく充実した例会運営を目指して下さい。

際親善奨学生でした｡50 年もまえの話です。帰国後２週間後彼は､ＲＣに

・例会はロータリーの中核といえます｡例会での卓話は会員による卓話を

入会しました。父もロータリアンでした。

重視して下さい。より会員相互の理解･親睦が深まると考えておりま

・今まで約 5 万人近くの奨学生が留学の機会を与えられています｡

す｡

・また､約 6 万人のＧＳＥチームが､別の国での研修を経験しています｡
・約 10 万人以上の青少年交換学生が海外のホストファミリーにお世話に
なっています｡このように次世代を担う青少年にかかわる活動は､国際理

・職業奉仕においての「四つのテスト」を尊び、倫理規範の高揚を図っ
てください。
④今年度
今年度、
今年度、各クラブ 5 パーセント以上
パーセント以上の
以上の会員純増をお
会員純増をお願
をお願いします。
いします。

解･親善･平和に大変重要な役割を担っています｡

入会に関しては､ロータリアンとしてふさわしいかどうか､クラブに馴

国際親善奨学生だった経験から会長は､特に青少年の活動に意欲を持っ

染んでいただけるか､ロータリーをよく理解して入会して頂く必要が

ています｡

あります。即ち、情報教育が重要です。

次に、強調事項として 1.平和と紛争予防／紛争解決 2.疾病予防と治療

⑤ロータリー
ロータリー財団
ロータリー財団への
財団への寄付
への寄付は
寄付は､会員 1 名あたり年次寄付
あたり年次寄付 120 ドル､
ドル､および

3.水と衛生設備 4.母子の健康 5.基本的教育と識字率向上 6.経済と地

各クラブで
クラブでベネファクター2
ベネファクター2 名以上を
名以上を目標とします
目標とします。
とします。昨年度、一人当

域社会の発展です｡これらの事項は未来の夢計画の 6 分野と同じです｡こ

たりの目標を達成しております。今年度も宜しくご協力お願いします。

れらはロータリー財団の使命と同じです。各クラブの実情に沿った活動

⑥米山記念奨学会
米山記念奨学会への
米山記念奨学会への寄付
への寄付は
寄付は､会員 1 名あたり普通寄付
あたり普通寄付 5,000 円､特別寄

をお願い致します｡

付 20,000 円､計 25,000 円以上を
2590 地区は１人平
円以上を目標とします
目標とします。第
とします

次に､2010 年―11 年度 地区方針を述べさせて頂きます｡

均寄付額 30,227 円で、当地区が全国 1 位になりました。今年度もご協

①「
「ロータリーの
ロータリーの綱領」
綱領」を推進し
推進し､ロータリーを
ロータリーを楽しみましょう。
しみましょう。

力をお願い致します｡

② RI の最優先事項「
最優先事項「ポリオ撲滅
ポリオ撲滅」
撲滅」、「青少年
「青少年にかかわる
青少年にかかわる活動
にかかわる活動」
活動」、及
、及び RI

⑦広報
広報の
広報 の重要性の
重要性の 認識､
認識 ､情報の
情報 の活性化による
活性化によるロータリー
による ロータリー活動
ロータリー活動の
活動の円滑化を
円滑化 を

の強調事項として
（6
強調事項として「
として「人道的支援に
人道的支援に関する活動
する活動」
活動」
（6 分野）
分野）を推進しまし
推進しまし

高めましょう。
「地域を育み 大陸をつなぐ」のテーマにある通り、ロ
めましょう。

ょう。
ょう。

ータリアン以外一般の方にロータリーの活動を知って頂き、ロータリ
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アンに我々の使命を再確認するように、効果的な方法･手段の検討をい
たします｡
⑧RI
RI のテーマ「
テーマ「地域を
地域を育み 大陸をつなぐ
大陸をつなぐ」
をつなぐ」に沿った五大奉仕
った五大奉仕プロジェ
五大奉仕プロジェ
クトを
クトを実施してください
実施してください｡
してください｡2010 年規定審議会は新世代奉仕を加え五大
奉仕と致しました。現在当地区での青少年活動は、活発な活動を展開
しております。
⑨ “One for All All for
for One”
One”
“ひとりは全員
ひとりは全員のために
全員のために 全員はひとりのために
全員はひとりのために”
はひとりのために”
一人ひとりがクラブのために協力し､クラブは一人ひとりを大切に思い
やりをもちましょう｡自分一人がいなくてもいいのだ､というのではな
く､自分がいなくてはならないのだ､という意識を持っていただきたい｡

次回予定
10 月 27 日（水） 休会
10 月 30 日（土） 地区大会（神奈川県民ホール）
11 月 03 日（水） 休会（文化の日）
11 月 10 日（水） 3 クラブ合同例会（夜間例会）
11 月 17 日（水） 通常例会
しばらく通常例会がございませんので
お間違えのないようご注意下さい。

あなたが主役
あなたが主役です
主役です。
です。
宜しくお願
しくお願い致します。
します。
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