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●司　会　　　　　　　　　　　　　　中村　孝ＳＡＡ
　
●点　鐘　　　　　　　　　　　　　　竹田　正和会長
本日は箕田敏彦ガバナーと小林和雄ガバナー補佐をお迎
えしての例会、楽しくそしてロータリーを学ぶ機会とし
ましょう。

●斉　唱　　これでこそロータリー　　須山　文夫幹事

お客様の紹介　　　　　　　　　　　　竹田　正和会長
国際ロータリー2590地区
　　　　　　　　　　箕田　敏彦ガバナー（横浜ＲＣ）
国際ロータリー2590地区　第1グループ
　　　　　　　小林　和雄ガバナー補佐（川崎南ＲＣ）
国際ロータリー2590地区
　　　　　　　　　　　北瀬　達也副幹事（横浜ＲＣ）

来訪ロータリアンのご紹介　　　沼田　直輝親睦委員長
川崎ロータリークラブ　　　　　　　　山本　浩文会長
川崎ロータリークラブ　　　　　　　　田辺　真一郎様

ロ－タリー財団の寄付／米山奨学金の寄付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹田　正和会長

会長報告　　　　　　　　　　　　　　竹田　正和会長
今日1年に一度のガバナーの公式訪問ということで、こ
の例会を開かせていただいております。
精進弁当はいかがでしょうか？
先週の大雨で宮城県方面が被害状況を佐沼ＲＣに確認し
ましたが、9月11日は岩渕会長以下連絡が取れませんで
した。9月15日に佐沼ロータリークラブの、岩渕会長よ
り連絡が有り、特に登米市は心配ないとのことでした。
安堵しました。

①ポールハリスフェローマルチプルのピンが届いていま
すので授与します。
　４回目　寺尾会員

②「ジャパンロータリーデーｉｎ愛知」開催のご案内が
杉谷ＲＩ理事より届いておりますので掲示板に張り出し
します。
③2014-15青少年交換の収支決算報告が新川崎ＲＣより
届いております。事務局にて保管します。
④佐沼ＲＣ期首資料及び会員名簿が届いておりますので
事務局保管とします。

幹事報告　　　　　　　　　　　　　　須山　文夫幹事
・地区米山学友会総会のご案内　回覧
・横浜ローターアクトクラブより例会のご案内　回覧
・地区チャリティーディナーパーティー本日最終のご案
　内　出欠の回覧
・他クラブの例会変更、他クラブの週報　回覧
・月末夜間移動例会の出欠本日最終　出席お誘い
・竹田年度ゴルフのご案内　出欠回覧
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出席報告　　　　　　　　　　　　　　岩井　茂次会員
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メークアップ：林、竹中、永松、大﨑 各会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）
　　　　　　　　　　　　　　　　　矢野　清久副会長

国際ロータリー　第2590地区ガバナー
横浜ＲＣ　箕田　敏彦殿
本日は公式訪問で参りました。よろしくお願い致します。

国際ロータリー　第2590地区ガバナー補佐
川崎南ＲＣ　小林　和雄殿
秋らしい気候になって参りました。本日は箕田ガバナー
の公式訪問です。宜しくお願い致します。

国際ロータリー　第2590地区副幹事
横浜ＲＣ　北瀬　達也殿
本日はガバナーの同行で参りました。どうぞよろしくお
願いします。

川崎ＲＣ　会長　山本　博文殿
本年度もメーキャップお世話になります。矢野さん、嶋
崎さん、沼田さんお世話様でした。ありがとうございま
した。

川崎ＲＣ　田辺　真一郎殿
お世話になります。

川崎大師ＲＣ　須山　文夫幹事
箕田ガバナー本日はお越しいただきありがとうございま
す。よろしくご指導の程お願い致します。

川崎大師ＲＣ　竹田　正和会長
箕田敏彦ガバナーようこそ大師へ!!
本日はご指導よろしくお願いします。

川崎大師ＲＣ　矢野　清久副会長
沼田さん、二日間お世話になりました。

本日のニコニコのテーマ
箕田ガバナー　ようこそ川崎大師ロータリークラブへ。
本日はご指導お願い致します。

大藪　善一、岩井　茂次、秦　　琢二、松井　昭三
渡辺冨士夫、出井　宏樹、鈴木　昇二、島岡　栄基
金澤　康治、遠藤　悦弘、横山　俊夫、牛山　裕子
水口　　衛、中村　眞治、松本　和晃、嶋崎　嘉夫
野澤　隆幸、鈴木　幹久、船木　幸雄、伊藤　佳子
石渡　勝朗、竹中　裕彦、内田　省治　各会員
　　　　　　　　　　　　　　　合計　５３,０００円
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委員会報告　　　　　　　　　　　　中村　　孝ＳＡＡ

社会奉仕委員会　　　　　　　　　　船木　幸雄委員長
明日、川中島で予定していた交通安全教室ですが、今朝
8時30分に学校から天候不良のための延期連絡が入りま
した。11月24日火曜日に同じ時間で行います。追って連
絡を致します。
明日は中止になります。よろしくお願いします。

ＩＡ・ＲＡ委員会　　　　　　　　　　鈴木　昇二委員
候補者のお願いを配布させていただいております。まだ
誰からも返答をいただいておりません。
現在は川崎大師より7名の候補者が出て説明会を2回開催
しております。数名の方はとても意欲的に考えていただ
いているようです。
是非当クラブからも皆さんのご家族、親せきのお子さん、
お知り合いのお子さん、会社の社員の方、是非出来るだ
け多くの方の推薦をお願いします。9月いっぱいですの
で積極的に考えていただきたい、クラブ自ら候補者を推
薦していただきたいと切に思います。

クラブ研修委員会　　　　　　　　　鈴木　昇二委員長
本日今年度、第2回の研修会を例会終了後、記念撮影を
した後に行います。
返答をいただいていない方、40分ほどですので参加して
いただきたいと思います。

卓話者のご紹介
　　　　　　　国際ロータリー2590地区　第1グループ
　　　　　　　小林　和雄ガバナー補佐（川崎南ＲＣ）

皆様、こんにちは。ご紹介の前にひとつお願いがござい
ます。11月14日土曜日、地区大会がございます。大師の
皆さま、全員参加ということで是非ご出席の程をお願い
申し上げます。
幹事からも案内いただいておりましたが、チャリティー
ディナーパーティーがございます。こちらも大師クラブ
の皆様、奮ってご参加いただきたいと思います。
それでは箕田敏彦ガバナーのご紹介をさせていただきま
す。
生年月日は1932年3月2日のお生まれでございます。
1956年東京水産大学卒業、同年4月株式会社極洋に入社。
1989年9月　箕田合資会社　代表社員就任
現在に至る。
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なおざりにすれば、自らを危険に陥れることになるでし
ょう」と訴えました。
ブランディングの取り組みもロータリーの発展にとって
極めて重要であり、「世界の多くの地域で薄れつつある
ロータリーのイメージを変える必要がある」と主張され
ました。
さらに、ロータリー財団への寄付を推進し、新会員を迎
え入れ、現会員の積極的な参加を奨励することの重要性
も強調する会長でした。「各課題に対する簡単な答えは
ありません。しかし何とかして答えを見つけなければな
りません。それを見つけるのは、ほかでもない私たちで
す」と訴えました。
最後に会長は「今こそ真の変化を成し遂げるとき」と述
べ、次のようにしめくくりました。「これからの1年は、
永遠に持続する“記念碑”を築くために与えられた時間
です。この記念碑は、御影石や大理石に彫られるもので
はなく、今後何世代にもわたって人びとの人生と心に刻
まれるものです。この機会は二度と訪れるものではあり
ません。今このときを逃がさずに生かそうではありませ
んか」

ロータリーの原点とその心を大切にしよう
ポール・ハリスはなぜロータリーを始めたのか？ポール
は田舎から都会に出て弁護士として開業し、知人はいる
ものの友人ができず大変寂しい思いをしていました。こ
の都会には同じ思いをしている人が大勢いるのではない
かと、親しい友人の集まりとしてロータリークラブを設
立しました。その後入会したアーサー・フレデリック・
シェルドンは、「最もよく奉仕する者、最も多く報いら
れる」を提唱、ロータリーの心ともいうべきこの言葉は
現在ロータリーの公式標語として親しまれています。
我々はこのロータリーの原点とロータリーの心をもう一
度心に刻み直し、活動していこうではありませんか。

１．教育研修を実施しましょう
ロータリーとは何かを知り、ロータリーを好きになるき
っかけを与えられれば、退会防止につながり、更には増
強の原動力となります。各クラブにおいては、会長はク
ラブ研修リーダーを任命してください。クラブ研修リー
ダーには、①年度のクラブ研修を充実し、年次目標の達
成を支援すること　②他のクラブ指導者と協力し長期的
な視野で会員の指導力開発を推進すること　③増強委員

ロータリー歴
1992年横浜ＲＣ入会、
96-97年　ＳＡＡ
97年以降　横浜ＲＣ　各委員会委員長
98-99年　ロータリーの友　地区委員
99-2003年　ロータリーの友　常任委員
03-04年　地区ロータリー情報　広報委員長
03-05年　ＲＪＷ委員会　委員
05-06年　横浜ＲＣ　会長
07-08年　第6グループガバナー補佐
08-09年　地区幹事
10-11年　地区クラブ奉仕委員長
11-12年　地区職業奉仕委員長
12-15年　地区戦略計画委員
14-15年　地区研修委員会委員
13-14年　2590地区ガバナーノミニー
14-15年　2590地区ガバナーエレクト
15-16年度　2590地区ガバナー
としてご活躍でございます。

卓　話
　　　　　　　　　　国際ロータリー2590地区
　　　　　　　　　　箕田　敏彦ガバナー（横浜ＲＣ）

「世界へのプレゼントになろう」とラビンドランＲＩ会
長は呼びかけました

1月18日㈰、サンディエゴで開幕した国際協議会で、
Ｋ．Ｒ．ラビンドラン国際ロータリー会長（スリランカ、
コロンボ・ロータリークラブ会員）が2015-16年度のテ
ーマ「世界へのプレゼントになろう」を発表しました。
この日を「人生で最も大切なとき」と呼んだ会長エレク
トは、次の様に述べました。
「ここにおられる皆さんは、多くを与えられた方々です。
そして今、皆さんに最高のプレゼントが与えられようと
しています。それは、授けられた才能と持ちうる力の限
りを尽くして､"世界へのプレゼント"となることのでき
る１年です。このために皆さんに与えられた時間は１年
です。この時間はあまりに短く、成すべきことはあまり
に多くあります。次年度、信念、情熱、才能を捧げるだ
けでなく、皆さん自身を世界へのプレゼントとして捧げ
て下さい」
会長はさらに、「私たちは、ポリオのない未来をプレゼ
ントすると世界の子供達に約束しました。私たちは闘い
を続け、必ずや勝利します」と続け、ロータリーが世界
にもたらすことの出来る影響の良い例がポリオ撲滅であ
ると述べました。25年前にロータリーがポリオ撲滅の目
標を掲げたとき、125カ国にポリオウィルスが常在し、
毎日1,000人以上の子供がポリオによる麻痺障害の犠牲
となっていましたが、現在残るポリオ常在国はアフガニ
スタン、ナイジェリア、パキスタンの3カ国のみ。2014
年に報告されたポリオの症例数は僅か333件だけでした。
続けて、ロータリーのもう一つの課題である会員増強に
ついても触れました。「私たちの組織を形づくった基本
に立ち返る方法を模索しなければ成りません。それは、
人生のあらゆる場面における高い倫理基準と、各クラブ
の人材の多様性を奨励する職業分類システムです」と述
べ「これらはロータリーの成功に欠かすことができず、
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会と協力し、単に定款・細則やロータリー用語の解説に
止まらない新会員の研修を企画、実施することが望まれ
ます。

２．地区での会合には参加しましょう
地区内の様々な会合（地区大会・IM等）には、クラブ全
員で参加しましょう。他クラブロータリーアンとの交流
は、ロータリアンとしての視野を広める大切な機会です。

３．地域に密着したロータリー活動を行いましょう。
ロータリーの組織構造は地域に密着したものです。地域
に密着したロータリー活動を通じて一人一人の才能・知
識・能力・努力・献身・熱意等をプレゼントすることで、
クラブが地域に根ざし、存在感を発揮し、イメージアッ
プ、会員増強につながります。

４．長期計画（戦略計画）を立てましょう
各クラブは５年先を見据えて長期計画を立て、夢を持っ
て前進しましょう。

５．ロータリー財団活動に対するご理解とご寄付のお願
い
各補助金を効果的に活用し、その意義を認識することは、
寄付増進にもつながります。
　目標年次基金寄付　一人当たり　120USドル以上
　恒久基金寄付　ベネファクター各クラブ　2名以上
　ポリオへの寄付　今年度　一人　50USドル(3年間で30
万USドル/地区)

６．ロータリー米山記念奨学事業へのご理解とご寄付の
お願い
国際親善と世界平和に寄与したいとの願いから始まり、
日本最大の民間国際奨学事業となったこの日本のロータ

リー独自の多地区合同活動をより発展させていきましょ
う。
　目標　　普通寄付　一人当たり　5,000円以上
　　　　　特別寄付　一人当たり　20,000円以上
　　　　　　　計　　一人当たり　25,000円以上

７．会長賞に挑戦しましょう
本年度の会長賞は、クラブ活動の成果が測定しやすく、
また、実施することでロータリーが強化され、より効果
的な奉仕活動ができ、認知度と公共イメージの向上にも
つながるよう各項目が設定されています。クラブの年度
計画策定時に盛り込み、ぜひ挑戦してください。

卓話の御礼　　　　　　　　　　　　　竹田　正和会長
ガバナーありがとうございました。
ここにいる私たちは選ばれたロータリアンだと思ってお
ります。
今日のガバナーのお話をきいて、誇りをもってこれから
ロータリアンとして生きていきたいと思いました。

●点　鐘　　　　　　　　　　　　　　竹田　正和会長
ガバナーを迎えて楽しい一日でした。いい例会でした。
山本会長、最後までおつきあいありがとうございました。

日時：平成２７年１０月７日㈬は
　　　通常例会です。
　　　ロータリーの友　精読

秦　琢二／坂東　保則／水口　衛／松本　和晃
クラブ
会　報
委員会

日時：平成２７年９月３０日㈬は
　　　月末夜間移動例会です。19:30～
　　　横浜港クルーズ船
　　「ロイヤルウィング」カトレアの間


