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10月入会祝い

孝親睦活動委員長

鈴木
嶋崎
猪狩

幹久会員
嘉夫会員
佳亮会員

会員の誕生祝い
安藤 賢一会員
細谷 重徳会員
横山 俊夫会員
清水 宏明会員

中村
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11月10日
11月8日
11月11日
11月18日

ロータリーリーダーシップ研修がございます。前にもお
知らせしましたが3回ございます。
10月31日第1回目、私が出席をしてまいりました。
第2回目が11月23日勤労感謝の日です。
第3回目は12月18日日曜日です。
私はいろいろなクラブの方、地区の方と交流が出来大変
面白かったと思っております。詳細は改めてメールで皆
様にお知らせをし、出欠の御返事を頂きたいと思いま
す。出席します修了証書をいただけます。

幹事報告
奥様誕生祝い
横山 俊夫会員
矢野 清久会員
大﨑 克之会員

会長報告

奥様
奥様
奥様

衛幹事

・本日ファイアーサイドミーティング、最後の一つの
CEEグループです。18時より川崎駅前DAICE6階煌蘭で行
います。
出席予定の方は出席をお願いします。

雅 美様
綾 子様
千穂美様

牛山

裕子会長

本日午前11時から11月の定例理事会を開催いたしまし
た。詳細ご報告は11月16日の例会とさせていただきま
す。
１点だけ急がなければならない事項がありますのでご報
告を致します。
髙濵玲奈会員から退会届が10月25日に提出されており、
本日の理事会で諸般の事情を皆で理解し、退会はやむを
得ないということで承認をいたしました。
ところが髙濵さんは米山奨学の委員長であり、米山奨学
生のカウンセラーでもいらしたので間をおくわけにはま
いりません。すぐにクラブの米山奨学副委員長でいらっ
しゃる中村眞治会員に委員長をお願いし、カウンセラー
もお願いさせて頂きます。先ほど中村さんからお受けい
ただけるというお返事を頂いておりますので、大変です
がよろしくお願い致します。
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水口

・11月19日土曜日、13時から川崎大師写経会を執り行い
ます。まだ出欠されていない方、回覧致しますのでよろ
しくお願いします。
・各クラブより例会変更のお知らせが届いております。
回覧をさせていただきます。

川崎大師ロータリークラブ
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利治出席委員長

席 欠

席

出席率

2116回
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１６

67.34 ％

2114回

５８

４８

１７

３１

35.41 ％

前々回の修正 メークアップ 16 名 修正出席率

68.75 ％

大﨑克之会員
妻の誕生日に大変美しいお花をいただきました。
ありがとうございます。
メイクアップ
野澤隆幸会員、林
鶴会員、渡辺冨士夫会員
白石浩司会員、矢野清久会員、鈴木昇二会員
石渡勝朗会員、秦 琢二会員、小林勇次会員
坂東保則会員、船木幸雄会員、沼田直輝会員
竹内祥晴会員、出井宏樹会員、髙濵玲奈会員
大﨑克之会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）
須山

文夫副会長

国際ロータリークラブ
第2590地区 第1グループガバナー補佐
川崎ロータリークラブ 戸村正房様
本日のクラブ協議会宜しくお願い致します。
川崎中原RC 小林正樹様（野球同好会）
過日開催されました第21回神奈川県RC親睦チャリティー
野球大会では中村監督様ならびに選手皆様からの温かい
ご厚情を賜わり心より深く感謝申し上げます。
これからもロータリーに野球にご指導下さい。
川崎中原RC 小林正樹様
昨年度、鈴木幹久先輩、鈴木昇二先輩には地区委員会で
多くを勉強させて頂き心より厚く御礼申し上げます。
有難うございました。黒沢支店長お元気そうで何よりで
す。
川崎中央RC 中村紀美子様
寺尾さん、黒沢さん、例祭ではありがとうございまし
た。
川崎大師ロータリークラブ

松井昭三会員
牛山会長 3分の1経過御苦労様でした。これからも宜し
くお願い致します。なお諸事業に協力出来ず申し訳有り
ません。
中村眞治会員
１）戸村ガバナー補佐をお迎えして、大変お世話になり
ます。ヨロシクお願い致します。
２）川崎中央RC小林さんようこそいらっしゃいました。
竹田正和会員
戸村AGようこそ大師へ！！
本日はご指導よろしくお願いします。
牛山裕子会長
戸村第1グループガバナー補佐様 本日は卓話を頂きま
す。ご指導よろしくお願い申し上げます。
クラブの皆様には活動計画報告に終わりまでお付き合い
下さい。

本日のニコニコのテーマ
「第1グループガバナー補佐 戸村様
ようこそ川崎大師ロータリークラブへお越しくださいま
した。本日はご指導宜しくお願いいたします。」
秦 琢二会員、須山文夫会員、黒澤 穣会員
石渡勝朗会員、竹内祥晴会員、伊藤佳子会員
出井宏樹会員、鈴木昇二会員、横山俊夫会員
水口 衛会員、岩井茂次会員、坂東保則会員
渡辺冨士夫会員、鈴木幹久会員、島岡榮基会員
野澤隆幸会員
合計 ４７，０００円
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委員会報告
地区RLI委員会 中村眞治会員
今年からRLI ロータリー リーダーシップ 委員会
第1回が開催されました。8クラブから53名出席でした。
テキストに基づいて研修を行いました。会長もご案内の
とおり３回に渡って行います。活発に議論を交わしまし
た。
各クラブからロータリアン、入会から半年の人も入会か
ら20年、30年の人も交えてロータリーについて話をして
大変有意義で勉強になりました。
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卓話者紹介 牛山 裕子会長
川崎ロータリークラブ幹事、第１グループのガバナー補
佐 戸村正房様から
卓話を頂戴いたします。

卓話
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䞉㛗ᮇⓗ䛺ၥ㢟ゎỴ䛻ྥ䛡䛯┠ᶆ䛾タᐃ

䠄䠏䠅බඹ䜲䝯䞊䝆䛸ㄆ▱ᗘ䛾ྥୖ䠄䠑┠ᶆ䠅
䞉䝻䞊䝍䝸䞊䝤䝷䞁䝗䛾ྥୖ
䞉䝻䞊䝍䝸䞊୰᰾ⓗ౯್ほ
䠄䝻䞊䝍䝸䞊⤌⧊ᩥ䛾ᣦᑟཎ⌮䠅䛾⾲♧

䠏䠊䜺䝞䝘䞊䠄ᆅ༊䠅᪉㔪

䠐䠊䜺䝞䝘䞊⿵బ䛾ᙺ

ᗎᩥ
䛂᫆ὶ⾜䚸䝻䞊䝍䝸䞊䛾ᚰ䛸
ཎⅬ䜢ぢኻ䛖䛣䛸䛺䛟
㨩ຊ䛒䜛䜽䝷䝤䛻ኚ㠉άᛶ䛧
䜽䝷䝤ᑟ䛾䝻䞊䝍䝸䞊䜽䝷䝤
㐠ື䜢ᒎ㛤䛩䜛䛃

䛆䠎䠌䠍䠏ᡭ⥆せぴ ➨2❶ ᆅ༊䛇
䠄๓␎䠅
䜺䝞䝘䞊⿵బ䛿䚸ᆅ༊䝺䝧䝹䛾௵ົ䜢㐙⾜䛧
ᣦᐃ䛥䜜䛯䜽䝷䝤䛾⟶⌮㐠Ⴀ䛻㛵䛧䛶
䜺䝞䝘䞊䜢⿵బ䛩䜛
(ᚋ␎䠅

䠄ᆅ༊᪉㔪䛛䜙ᢤ⢋䠅

1,300,000

ဨᩘ䛾᥎⛣

ୡ⏺

᪥ᮏ
140,000

ᆅ༊䛻ᑐ䛩䜛ᙺ䛸㈐ົ

䢇䢛䡬䡴2002ᖺ
1,250,000

130,000

1,200,000

120,000

110,000

1,150,000

1,100,000

ୡ⏺ 䠏䠂ῶ
᪥ᮏ䠏䠍䠂ῶ

100,000

1,050,000

90,000

1,000,000

80,000

川崎大師ロータリークラブ

䠄䠍䠅ᆅ༊┠ᶆ䛾タᐃຓ
䠄䠎䠅䜺䝞䝘䞊බᘧゼၥ䝇䜿䝆䝳䞊䝹ㄪᩚ
䠄䠏䠅䜽䝷䝤䛾ᙉ䜏䜔ᙅ䜏䚸䜽䝷䝤┠ᶆ䛻
ᑐ䛩䜛㐍ᤖሗ䜢䜺䝞䝘䞊䛻ሗ࿌
䠄䠐䠅ᆅ༊ྜ䜈䛾ฟᖍ
䠄䠑䠅䠮㈈ᅋ䛾䝥䝻䜾䝷䝮䜔⾜䜈䛾ཧຍ
䠄䠒䠅ᑗ᮶䛾䝸䞊䝎䞊⫱ᡂ䛾ຓ㛗
䠄䠓䠅䜽䝷䝤≧ἣ䜢ḟᮇ䠝䠣䛻ᘬ䛝⥅䛠
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䜽䝷䝤䛻ᑐ䛩䜛ᙺ䛸㈐ົ

➨䠍䜾䝹䞊䝥䛾άື᪉㔪

䠄䠍䠅䜽䝷䝤㛗䜶䝺䜽䝖䛜ຠᯝⓗ䛺┠ᶆ䜢
タᐃ䛷䛝䜛䜘䛖ᨭ
䠄䠎䠅䜺䝞䝘䞊බᘧゼၥ䛻ᑐ䛩䜛䜽䝷䝤ᨭ䚸
䛣䜜䛻㛵㐃䛩䜛䜽䝷䝤༠㆟䛾ฟᖍ
䠄䠏䠅ᐃᮇⓗ䛺䜽䝷䝤ゼၥ
䠄ᑡ䛺䛟䛸䜒ᅄ༙ᮇ䛻୍ᗘ䠅䚹
䠄䠐䠅┠ᶆ䛻ྥ䛡䛯䜽䝷䝤䛾㐍ᤖ≧ἣ㝶☜ㄆ

䠄䠑䠅䛭䛾䜺䝞䝘䞊⿵బ䛾ᙺ

䠄䠍䠅ᆅ༊ྛ✀⟇䛾ά⏝䛸ཧຍ
䞉䡴䢓䢈䢚䜰䞁䜿䞊䝖ሗ࿌᭩䛾ά⏝䠄ᕤኵ䠅
䞉༟ヰ䝞䞁䜽䛾Ⓩ㘓䛸ά⏝
䞉䜽䝷䝤㛫䜔ᆅ༊ጤဨ䛾
ྜྠᴗ䜈䛾ཧຍ (RAC❧ୖ䛢䠅
䞉ᆅ༊⾜䜈䛾ཧຍ
䛂⤒Ⴀ⪅ㅮ₇䛃
䛂䝏䝱䝸䝔䜱䝬䝷䝋䞁䛃䛺䛹

䠄䠎䠅䜽䝷䝤䛾ᑗ᮶䜢ぢ䛴䜑䛯㆟ㄽ䛾᥎㐍
2016つᐃᑂ㆟ሗ࿌䛻ᇶ䛵䛟䚸䜽䝷䝤ᐃḰ䞉
⣽๎䛾ᨵᐃ䛻ྜ䜟䛫䛶䚸䜽䝷䝤䛾⌧≧䜢
ぢ┤䛩䚹

䞉䜺䝞䝘䞊䛾せㄳ䛻䜽䝷䝤䛜ᛂ䛨䜛䜘䛖ᨭ
䞉ᆅ༊ጤဨ䛸䛸䜒䛻䚸
䜽䝷䝤◊ಟ䛾䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛸ෆᐜㄪᩚ
䞉ᆅ༊䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥䞉䝥䝷䞁䠄䠠䠨䠬䠅䛸
䜽䝷䝤䞉䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥䞉䝥䝷䞁䠄䠟䠨䠬䠅䛾᥎㐍
䞉ᑗ᮶䛾ᆅ༊ᣦᑟ⪅䜢ぢฟ䛧䚸䛭䛾⫱ᡂዡບ
䞉ᆅ༊䛚䜘䜃䛭䛾ᆅ༊ྜ䜈䛾
ฟᖍ䜢᥎㐍䛩䜛䚹

ᨵ㠉䛩䜛ሙྜ䛾ලయⓗ䛺᳨ウㄢ㢟
䛂ධ㔠䛃 䛂ဨ㈨᱁䛃 䛂㐠Ⴀ䛃䛺䛹
䝫䜲䞁䝖䛿┠ᶆ䜢ᣢ䛴䛣䛸䟿
䠖ዊᆺ䞉ᆺ䞉ቑᙉᆺ䞉」ྜᆺ䞉䞉䞉➼

䠑䠊➨䠍䜾䝹䞊䝥䛾άື᪉㔪

䠄䠏䠅㛵㐃㆟䛾᭷ຠά⏝
䞉䜽䝷䝤༠㆟䜈䛾䠝䠣ཧຍ
䠄䜽䝷䝤㛗䛾┦ゼၥ䠛)
䞉㛗ᖿ䛿䚸ㄢ㢟䜔䛻
䛸䜒䛺䛖⮬⏤ウ㆟䞉ሗ䛾ሙ
䞉

䠉䠉䜽䝷䝤䛾άື≧ἣሗ࿌᭩䠉䠉
ඹ㏻ㄢ㢟
ẚ㍑ⓗྂ䛔䜽䝷䝤䛂ဨ䛾㧗㱋䛃
ẚ㍑ⓗⱝ䛔䜽䝷䝤䛂㈈ᨻⓗ䞉ேဨⓗㄢ㢟䛃

䛆┠ᶆ䛇
䛂♫䛸䛸䜒䛻ಶᛶ㇏䛛䛺䜽䝷䝤䛃

䠍䠣 䠮䠟ูᖺ㱋ᵓᡂ䠄❧㡰䠅
䠏䠌ྎ

䠐䠌ྎ

䠑䠌ྎ

䠒䠌ྎ

䝻䞊䝍䝸䞊ᡂ㛗ᇶᮏ䝃䜲䜽䝹

䠓䠌ྎ

100%
90%

25%

17%

24%

80%

44%

31%

33%

ဨ䛾ቑᙉ

70%
60%

33%
31%

50%

45%

40%
30%

0%

26%

29%

22%

17%

36%

23%

43%

20%
2%

ᕝᓮ

䜽䝷䝤
㐠Ⴀ

11%
0%

ᕝᓮ༡

11%
6%
ᕝᓮᖾ

17%

17%

3%

ฟᖍ⋡䛾ྥୖ

䜽䝷䝤䛾άᛶ
ዊάື䛾ᐇ

5%

᪂ᕝᓮ

ᕝᓮ
ᖌ

ᕝᓮ ᕝᓮ䝬
᪂ᕝᓮ
୰ኸ 䝸䞊䞁

5

↓ൾ

6䠋 6䠋
ධ㔠
3
2

5

5

5

3

ᖺ㈝

33

36

30䠋
36
32
18

33

35

ဨᩘ
䠔᭶ᮎ

㻢㻜ྡ

䠏䠔ྡ 䠏䠒ྡ 䠑䠔ྡ 䠏䠑ྡ 䠏䠑ྡ 䠎䠎ྡ

᪥⯟ ᪥⯟ ᪥⯟ ಙᚐ 䝃䞁 䝃䞁 ᪥⯟
ሙ䠖
䝩䝔䝹 䝩䝔䝹 䝩䝔䝹 㤋 䝢䜰䞁 䝢䜰䞁 䝩䝔䝹
ኪ
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30/

18:30
᪥䠖
䡚
䡚
䡚
䡚
䡚
䡚
ฟᖍ⋡
100% 88% 81% 67% 85% 80% 68%
䠔᭶ᮎ
ዊ
య
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䜽䝷䝤䛾ᐇ

䜽
䝷
䝤
Ჴ
༺
䠋
ᡓ
␎
ጤ
ဨ


0%

ᕝᓮᖌ ᕝᓮ୰ኸ ᕝᓮ䢋䢔䡬䢙

ᕝᓮ ᕝᓮ༡ ᕝᓮᖾ

䜽䝷䝤䛾ᑐእ䜲䝯䞊䝆
䛾ྥୖ
┠ᶆ

14%
14%

7%

6%

2%

ဨ◊ಟ䛾ᐇ
ጤဨ䛾ᐇ

43%

21%

20%
10%

ᡭẁ

24%

䠒䠊䠎䠌䠍䠒ᖺ つᐃᑂ㆟
䛆≺䛔䛇ᰂ㌾ᛶ
ᇶᮏ⌮ᛕ䛿ኚ䛘䛪䛻䚸
䜽䝷䝤䛾⮬ᛶ䜢ᑛ㔜
䛆ᑐฎ䛇
䠄䠍䠅⌧≧㏻䜚䛻䚸ᐃḰ䞉⣽๎䜢ኚ᭦
䠄䠎䠅᪂䛯䛺㐠Ⴀ䜢┠ᣦ䛧䚸⣽๎䜢ኚ᭦
䠄䠏䠅᪂䛯䛺䜽䝷䝤䛾Ⓨ㊊䜢ಁ㐍
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16-40 ➨11᮲2⠇ 䝻䞊䝍䞊䜰䜽䝍䞊䛸䝻䞊䝍䝸䞊
Ꮫ䛜䝻䞊䝍䝸䞊ဨ䛸䛺䜛䛣䛸䜢ㄆ䜑䜛
䠄㔜ဨ䠫䠧䠅
16-48䞉49䡡50 ➨15᮲10⠇ ⌮䛿䚸⌮䛾
Ỵᐃ䛩䜛ᮇ㛫䚸ဨ䛾ဨ㌟ศ䜢

䠍䠊ไᐃ䠄ᐃḰ䞉⣽๎㛵ಀಟṇ䠅
䛆䜽䝷䝤㐠Ⴀ䛇
16-01 ⌮㆟㘓䛾ဨ㜀ぴ䠄ෆつ䠛䠅
16-02 䜽䝷䝤ィ䛿⌮䝯䞁䝞䞊
16-05 ᐃḰ➨䠍䠏᮲➨䠓⠇䚹䜽䝷䝤䛿ḟ䛾ጤဨ
䜢᭷䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶㏣ຍྍ䚹
䐟䜽䝷䝤⟶⌮㐠Ⴀ 䐠ဨቑᙉ䚸
䐡බඹ䜲䝯䞊䝆䠄ᪧ䠖ᗈሗ䠅
䐢䝻䞊䝍䝸䞊㈈ᅋ 䐣ዊ䝥䝻䝆䜵䜽䝖

୍ಖ␃䛸䛷䛝䜛

䠄ὀ䠅࿌Ⓨ䛥䜜䛯ဨ䛺䛹䚸ᥦッ䜒ྍ⬟

䛆ᅜ㝿䝻䞊䝍䝸䞊䛇
16-83 ᪂䜽䝷䝤䛾❧ဨ䛿᭱ప20ྡ
䛆㈝䛇
16-99 ே㢌ศᢸ㔠䛾ቑ㢠䚸
2017ᖺ䛛䜙3ᖺ㛫䚸ẖᖺ4䝗䝹
26

䠎䠊᥇ᢥỴ㆟䠄⾜䞉䝰䝑䝖䞊䞉⌮ᥦ䛺䛹䠅
䛆䝥䝻䜾䝷䝮䛇
16-118 䝫䝸䜸᧞⁛䜢䠮䠥䛾᭱㧗┠ᶆ䛾ᢎㄆ
16-138 ㆤ䜔ฟ⏘Ꮚ⫱䛶䛺䛹䚸ᐙᗞ䛾⥔ᣢ䞉ᨭ
άື䜒 ዊάື䛻ྲྀ䜚ධ䜜䜛
䛆䠮㈈ᅋ䞉䛇
16-139 䠮㈈ᅋ䛾❧100࿘ᖺ䜈䛾ཧຍಁ㐍
16-144 㔜Ⅼศ㔝䛻㛵ಀ䛺䛔ศ㔝䠄ᩍ⫱ศ㔝䠅䛾
Ꮫ㝔⏕䜈䛾ዡᏛ㔠ᥦ౪ά
16-149 ᆅ༊ᖿ䛾ᙺ䛸㈐ົ䜢᳨ウ䛩䜛
16-151 䜽䝷䝤䛾⮬ᶒ䜢ṇ䛧䛟⌮ゎ䛩䜛䜘䛖䚸
䜽䝷䝤䛻ႏ㉳䛩䜛䛣䛸䜢᳨ウ䛩䜛

16-07 ᐃḰ➨䠍䠐᮲ ධ㔠䛚䜘䜃㈝
᮲ᩥ䛛䜙䛂ධ㔠䛃䜢୍ษ๐㝖
㔜
せ
䠄ὀ䠅⣽๎䛷䛾䛂ධ㔠┦ᙜ䛃䛿௵ព
16-10 ᐃḰ➨䠒᮲䠎 ዊ➨㒊㛛
䠄⫋ᴗዊ䠅䛾ᨵᐃ
䛂䠄๓␎䠅ဨ䛾ᙺ䛻䛿䚸䝻䞊䝍䝸䞊䛾⌮ᛕ
䛻ᚑ䛳䛶⮬ศ⮬㌟䜢ᚊ䛧䚸ᴗ䜢⾜䛖䛣䛸䚸䛭
䛧䛶⮬ᕫ䛾⫋ᴗୖ䛾ᡭ⭎䜢♫䛾ၥ㢟䜔
䝙䞊䝈䛻ᙺ❧䛶䜛䛯䜑䛻䚸䜽䝷䝤䛜㛤Ⓨ䛧䛯
䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻ᛂ䛘䜛䛣䛸䛜ྵ䜎䜜䜛䛃
27

㔜
せ

䛆䜽䝷䝤䛇
16-21 ᐃḰ7᮲䠄ẖ㐌䞉䠒䠌䠂䞉䠩䠱䠍䠐᪥➼䠅䛻
䛧 䜽䝷䝤⣽๎䛷㢖ᗘ䛸ฟᖍつᐃ䛾ኚ
᭦䜢ㄆ䜑䜛䚹ణ䛧ẖ᭶᭱ప2ᅇ䛾㛤ദ
16-26 ➨8᮲1⠇䠿 ᅜẸ䛾⚃᪥䛜ྵ䜎䜜䜛㐌
⚃᪥௨እ䛾䜒ྲྀ䜚䜔䜑䜛䛣䛸䜒䛷䛝䜛
䛆ฟᖍ䛇
16-30 ➨8᮲1⠇a 䜸䞁䝷䜲䞁タഛ䛜䛒䜛ሙ
ྜ䚸┤᥋䛒䜛䛔䛿䜸䞁䝷䜲䞁䛾୧᪉䛻䜘䜛
ฟᖍ䜢ㄆ䜑䜛
䠄ὀ䠅ᚑ᮶ᆺ䜽䝷䝤䛸䠡䜽䝷䝤䛾༊ู䛺䛟䛺䜛

䛆䛺ྰỴ ไᐃ䛇
16-12 㟷ᑡᖺዊ䜢๐㝖䛧䚸4ዊ䛻ᡠ䛩
䠄ྰỴ䠅䠍䠌䠐ᑐ䠏䠒䠑
16-16 㟷ᑡᖺዊ䜢᪂ୡ௦ዊ䜈䛾ྡ⛠ኚ᭦
䠄ྰỴ䠅䠍䠐䠔ᑐ䠏䠌䠔
16-32 Ḟᖍ䛾䝯䞊䜽䜰䝑䝥ᮇ㛫䜢ྠ䛨䝻䞊䝍䝸䞊ᖺᗘ
䛸䛩䜛䚹䠄ྰỴ䠅䠎䠐䠍ᑐ䠎䠑䠌
16-45 ᖺ㱋35ṓ䜎䛷䛾ᡂே䛿䚸‽ဨ䛸䛧䛶䚸
ே㢌ศᢸ㔠䜢༙㢠䛸䛩䜛䚹䠄ྰỴ䠅䠍䠔䠎ᑐ䠏䠏䠌
16-87 ᆅ༊䛺䛹䛷䚸ᆅ༊␒ྕ䛻ᆅ⌮ⓗ⛠䜢
グ䛷䛝䜛䠄୍᥇ᢥᚋᑂྰỴ䠅

28

つᐃᑂ㆟⤊ᚋ䛾ὶ䜜
16-34 ➨12᮲3⠇a ฟᖍච㝖䛻䚸ᗣ
ୖ䛾⌮⏤䛻ຍ䛘䚸Ꮚ౪䛾ㄌ⏕䞉㔛ぶ䠄12
䛛᭶௨ୖ䠅➼䜢ㄆ䜑䜛

䕺⤖ᯝሗ࿌䞉䞉㛢ᚋ10᪥௨ෆ䛻㆟㛗䛜ົ⥲㛗䛻
䕺2䛛᭶ᚋ௨ෆሗ࿌᭩㏦(䜽䝷䝤䠅䞉2016ᖺ6᭶
䕺2䛛᭶ᚋ௨ෆᑐᢞ⚊䠄௵ព䠅⥾ษ䞉䞉2016ᖺ8᭶
ᑐᢞ⚊䛜5%ᮍ‶䞉䞉7᭶1᪥䜘䜚Ⓨຠ
ᑐᢞ⚊䛜䠑%௨ୖ䞉䞉ຠຊ䛾୍Ṇ
ї䜽䝷䝤䛻䜘䜛㒑౽ᢞ⚊
ᑐᢞ⚊䛜༙ᩘᮍ‶䞉䞉ຠຊά
ᑐᢞ⚊䛜㐣༙ᩘ䞉䞉↓ຠ☜ᐃ

16-35 ➨12᮲3⠇b ฟᖍච㝖つᐃ䛻䚸
㏻⟬20ᖺ௨ୖ䛾ဨṔ䜢㏣ຍ

29

㔜
せ

䛆ဨ䛇
16-36 ➨9᮲ ᐃḰୖ䛾ဨ㌟ศ䠄ṇ䞉ྡ
ဨ䞉⛣⡠ဨ䞉㔜ဨ䠪䠣➼䠅䛾እ䜢
ㄆ䜑䚸䜽䝷䝤⣽๎䛷⊂⮬Ỵᐃ

34

䛂ே㢮䛻ዊ䛩䜛䝻䞊䝍䝸䞊䛃
䜢┠ᣦ䛧䛶
♫䛸ඹ䛻ಶᛶ㇏䛛䛺䜽䝷䝤㐀䜚䜢䟿

16-38 ➨10᮲1⠇ ဨ㌟ศつᐃ䜢ኚ᭦䛧䚸
ᐃ⩏䜢᫂☜
ᐃḰ➨䠍䠌᮲➨䠍⠇
䛂䜽䝷䝤䛿䚸ၿⰋ䛥䚸㧗₩䛥䚸䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥䜢㌟䜢
䜒䛳䛶♧䛧䚸⫋ᴗୖཬ䜃ᆅᇦ♫䛷䜘䛔ホุ䜢ཷ
䛡䛶䛚䜚䚸 ᆅᇦ♫ཬ䜃ୡ⏺䛻䛚䛔䛶ዊ䛩䜛
ពḧ䛾䛒䜛ᡂே䛻 䜘䛳䛶ᵓᡂ䛥䜜䜛䜒䛾䛸䛩䜛䛃

ᮏ᪥䛾䜽䝷䝤༠㆟
ᮏ᪥ ᐅ䛧䛟䛚㢪䛔䛔䛯䛧䜎䛩

30
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2016ᖺᑂ㆟䛾⤖ᯝ
䕺ไᐃ䠍䠍䠓௳䠄ෆ䠖᪥ᮏ䛛䜙16௳䠅
– ᥇ᢥ䠐䠒䠄ෆಟṇ᥇ᢥ1䠒䠅
– ⌮ク䠏௳
– ᧔ᅇ䠏䠎
– ྰỴ䠎䠔
䕺Ỵ㆟䠒䠐௳䠄ෆ䠖᪥ᮏ䛛䜙䠎௳䠅
– ᥇ᢥ䠍䠐௳
– ⌮ク䠌௳
– ᧔ᅇ䠎䠓௳
ᕝᓮ䝻䞊䝍䝸䞊䜽䝷䝤
– ྰỴ䠎䠎௳

䜽䝷䝤༠㆟䛻ྥ䛡䛶

䠡䠪䠠

41

2019ᖺ❧ἲ䛾ᥦฟ䠍

䠒䠊ᡓ␎ィ⏬䛸つᐃᑂ㆟

䠄䠍䠅䜽䝷䝤⌮䛜䜽䝷䝤䛻䛚䛔䛶
ဨ䛻ᑐ䛧❧ἲ䜢ᥦฟ
䠄䠎䠅䜽䝷䝤䛿ୗグ䠏Ⅼ䜢ᥞ䛘䚸❧ἲ䜢䜺䝞䝘䞊䛻ᥦฟ
䠄ᥦฟᮇ㝈䠖䠎䠌䠍䠓ᖺ䠕᭶䠎䠒᪥䠅
䕺䜽䝷䝤䛻䛚䛔䛶᥇ᢥ䛥䜜䛯ᥦ⪅ྡධ䜚❧ἲ
їኚ᭦䜢ධ䜜䛯⤌⧊つ⛬䛾䝽䞊䝗ᩥ᭩
䕺᥇ᢥ䜢ド᫂䛩䜛䜽䝷䝤㛗䞉ᖿ䛾⨫ྡධ䜚᭩⡆
䕺ᥦ⪅䛻䜘䜛㊃᪨䞉ຠᯝ䛻㛵䛩䜛
ኌ᫂ᩥ䠄300ㄒ௨ෆ䠅
їㄢ㢟䜢᫂グ䛧䚸ゎỴ⟇䜢ㄝ᫂ ᕝᓮ䝻䞊䝍䝸䞊䜽䝷
䝤

2016ᖺつᐃᑂ㆟
ᮇ䠖䠎䠌䠍䠒ᖺ䠐᭶䠎䠍᪥䠄᪥䠅䡚䠎䠒᪥䠄㔠䠅
ሙᡤ䠖䛂䝅䜹䝂䞉䝬䝸䜸䝑䝖䞉䝎䜴䞁䝍䜴䞁䞉
䝬䜾䝙䝣䜱䝉䞁䝖䞉䝬䜲䝹䞉䝩䝔䝹䛃
ཧຍ⪅䠖
䞉ୡ⏺䠑䠏䠎ᆅ༊䛛䜙䛾௦⾲㆟ဨ
䞉RI㛗䞉ඖ㛗䞉⌮䞉㈈ᅋ⟶⌮ጤဨ
䞉ᐃḰ⣽๎ἲつጤဨጤဨ䞉ົᒁ➼
⥲ໃ䠓䠌䠌ྡ௨ୖ
ᕝᓮ䝻䞊䝍䝸䞊䜽䝷
䝤
37

つᐃᑂ㆟䛾ᵓᡂ

42

䠄䠏䠅䜺䝞䝘䞊䛿ᆅ༊䛻ᥦฟ䠄11᭶7᪥䠅䚸
䛣䛾❧ἲ䛻ᑐ䛩䜛㈶ྰ䜢⚊Ỵ
䠄䠐䠅ᆅ༊䛷ᢎㄆ䜢ཷ䛡䛯❧ἲ䛻䛴䛔䛶䚸
ᥦ⪅䛿2019ᖺつᐃᑂ㆟䜸䞁䝷䜲䞁
䝣䜷䞊䝮䜢㏻䛨䛶䠮䠥ୡ⏺ᮏ㒊䜈ᥦฟ
䠄䠑䠅❧ἲ䛾ᥦฟ䜢▱䜙䛫䜛䝯䞊䝹䛜䜺䝞䝘䞊䛻
ᒆ䛟䚹
ᥦฟ䛥䜜䛯ሗ䛜ṇ䛧䛟䚸ᆅ༊䛜ᢎㄆ䛧䛯᪨䜢
グ䛧䛶䚸ᑂ㆟ᴗົ㒊䜈㏦ಙ䛩䜛
䠄2017ᖺ12᭶31᪥䜎䛷䛻ཷ⌮䠅

䕺ᢞ⚊ᶒ䜢ᣢ䛴㆟ဨ
ୡ⏺ྛᆅ༊䛛䜙䛾ྛ䠍ྡ䛾௦⾲㆟ဨ
䕺ᢞ⚊ᶒ䜢ᣢ䛯䛺䛔㆟ဨ
㆟㛗䚸㆟㛗䚸㆟㐠Ⴀᡭ⥆䛾ᑓ㛛ᐙ䚸
ᐃḰ⣽๎ጤဨጤဨ䚸
RI㛗䚸RI㛗䜶䝺䜽䝖䚸ඖRI㛗ဨ䚸
RI⌮䛾䝯䞁䝞䞊䚸ົ⥲㛗䚸
䝻䞊䝍䝸䞊㈈ᅋ⟶⌮ጤဨጤဨ䚸≉ู㆟ဨ
䠄3ྡ௨ෆ䠅
ణ䛧㆟㛗䚸㆟㛗䛿ྍྰྠᩘ䛾ሙྜ䛻1⚊䜢
ᢞ䛨䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛
38

43

䠮䠥ཷ⌮ᚋ䛾ฎ⌮ᕤ⛬

つᐃᑂ㆟䛻䛚䛡䜛❧ἲ

䐟ᐃḰ⣽๎ጤဨ䛻䜘䜛ᑂᰝ
䐠ົ⥲㛗䛂㈈ົୖ䛾ᙳ㡪䛃㉳ⲡ
䐡❧ἲ䛾ㄪᩚ䠄㢮ఝ䛺䛹䠅
䐢Ḟ㝗❧ἲ
䞉2䛴௨ୖ䛾␗䛺䜛ព
䞉ಟṇ⟠ᡤ䛻₃䜜䛜䛒䜛ሙྜ
䞉᥇ᢥ䛜ἲ௧䛻䛩䜛ሙྜ
䞉⟶⌮䜎䛯䛿⾜䛜ྍ⬟➼
䐣2019ᖺ4᭶䛾つᐃᑂ㆟

䕺ไᐃ䠄䠮䠥⤌⧊つᐃᩥ᭩䠅
䐟RIᐃḰ
䐠䠮䠥⤌๎
䐡ᶆ‽䝻䞊䝍䝸䞊䜽䝷䝤䠄ᐃḰ)
䕺Ỵ㆟䠄⥘㡿䛾ኚ᭦䛺䛹䠅
䠮䠥⤌⧊つᐃᩥ᭩䛾ᨵṇ䜢క䜟䛺䛔Ỵᐃ
ణ䛧ୡ⏺䛾䝻䞊䝍䝸䞊䜰䞁䛻ᙳ㡪䛜䛒䜛䚸
㝈ᐃ䛾ሙྜ䛿䠮䠥⌮䜈䛾ㄳ㢪᭩

ᕝᓮ䝻䞊䝍䝸䞊䜽䝷䝤

39

䠓䠊䠮䠥㛗䛾ゝⴥ䠄䠮䛾3᭶ྕ䠅

❧ἲ䛾ᑂ㆟
䕺ᥦ䛾Ⓨゝ㛫 䠏ศ䡚䠐ศ
䕺㈶ᡂ䞉ᑐື㆟Ⓨゝ 䠎䡚䠏ศ
㈶ᡂ
ᑐ
ඃඛື㆟
⤊ື㆟

ᕝᓮ䝻䞊䝍䝸䞊䜽䝷
䝤
40
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44

䠍䠊䝸䞊䝎䞊䛸䛧䛶୍␒ษ䛺䝹䞊䝹
䛝ᡭୖᡭ䚹Ⰻ䛝䝸䞊䝎䞊䛿䝰䝏䝧䞊䝅䝵䞁䜢䛘䚸ບ䜎䛧䚸䜢௵䛫䚸
䜔䜛Ẽ䜢ᘬ䛝ฟ䛧䚸䛖䜎䛟䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢ᅗ䜜䜛ே䚹
䠎䠊䝻䞊䝍䝸䜰䞁䛾ᣢ䛴䜉䛝୰᰾ⓗ䛺㈨㉁
㧗₩ᛶ䚹䛣䜜䛜䛺䛡䜜䜀ఱ䜒䛺䛔䛾䛸ྠ䛨
䠏䠊䝻䞊䝍䝸䞊䛾ᕪ䛧㏕䛳䛯ၥ㢟
ဨቑᙉ䚹୍ே୍ே䛜㔜せᛶ䜢⌮ゎ䛧䚸᥎⸀䛩䜛䛣䛸
䠐䠊ㄆ▱ᗘྥୖ䛾㞴䛧䛥
ᆅඖ䜔ୡ⏺䛷䛹䜜䛰䛡⣲ᬕ䜙䛧䛔άື䜢䛧䛶䛔䜛䛛䜢䚸䜒䛳䛸ຠᯝⓗ䛻
䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾άື䛩䜛䛣䛸
䠑䠊㛗䜎䛷䛾᭱䜒㔜せ䛺䝇䝔䝑䝥
୍⏕ᠱάື䛧䛯䛛䜙䚹䛩䜉䛶䛿䜽䝷䝤䝺䝧䝹䛛䜙ጞ䜎䜛
䠒䠊᭱䜒ᴦ䛧䜣䛰ᙺ⫋
䜽䝷䝤㛗䚹ḟ䛻2൨䝗䝹䝏䝱䝺䞁䝆䚹䝽䜽䝏䞁ᢞᚋ䛾ẕぶ䛾➗䜏䛻ឤື
䠓䠊⮬ศ䛾≉ᚩ
ᆺ䛻䛿䜎䜙䛺䛔䚸♩ṇ䛧䛔䚸㢗䜚䛻䛺䜛䚸ಙ⏝䛷䛝䜛䚸⢓䜚ᙉ䛔䚸
䝰䝏䝧䞊䝍䞊䠄䜔䜛Ẽ䜢㉳䛣䛥䛫䜛ே䠅䚸䝕䝺䝀䞊䝍䠄ᶒ㝈䜢ጤ௵䛩䜛ே䠅䚸
⮬ಙ䚸䝏䞊䝮స䜚䛜䛖䜎䛔䚹
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䝻䞊䝍䝸䞊䛸䛿䠛

᥇ᢥ❧ἲ䛾ฎ⌮
䕺ไᐃ
ຠຊ䛾☜ᐃ䛧䛯ไᐃ䛿7᭶1᪥䜘䜚Ⓨຠ䛩䜛

䕺Ỵ㆟
ᚋ᪥䚸⌮䛜䛭䛾ฎ⌮䜢Ỵᐃ䛩䜛䚹
2010ᖺつᐃᑂ㆟䛷䛿䚸⌮䛺䜙䜃䛻
⟶⌮ጤဨ䛻䛚䛔䛶᳨ウ䛥䜜䚸Ỵᐃ䛥䜜䛯
䛧䛛䛧 ᚲ䛪䛧䜒つᐃᑂ㆟䛾Ỵ㆟䛻
ᕝᓮ䝻䞊䝍䝸䞊䜽䝷䝤
ᑐᛂ䛧䛺䛛䛳䛯䚹

䝻䞊䝍䝸䞊䜽䝷䝤

ዊ

䜽䝷䝤⮬䞉┦ᢇຓ䞉Fellowship䠄ぶ╬䠅
51

ᑂ㆟⤖ᯝ
•
•
•
•
•
•
•

A
AA
R
W
CW
RB
T

Adopted
᥇ᢥ
Adopted as Amended
ಟṇ᥇ᢥ
Reject
ྰỴ
Withdrawn
ྲྀୗ
Considered Withdrawn ྲྀୗ䛸䜏䛺䛩
Referred to the Board ⌮ク
Table
ᑂ㆟ಖ␃

謝辞

ᕝᓮ䝻䞊䝍䝸䞊䜽䝷
䝤
52

2016ᖺண䛥䜜䜛䠮䠥⌮ᥦฟไᐃ
䕺ே㢌ศᢸ㔠䛾್ୖ䛢
䕺䜽䝷䝤䛾᭱పே㢌ศᢸ㔠䜢15ྡ䜢ᥦฟ
䕺ἲேဨ䠄5♫3ྡ䠅
䕺䜺䝞䝘䞊䛾⫋ົኚ᭦䠄බᘧゼၥ䛾௦⾜䠅

裕子会長

戸村ガバナー補佐、ありがとうございました。
私共は今、規定審議会の決定を受け３回に分けてファイ
アーサイドミーティングでこの規定審議会の決定をどう
受けるかという検討をしております。
大変参考になりました。ありがとうございました。

●点

䕺⾨ᫍྜ䠄ᑠ䜽 䝷䝤䛾⤫ྜ䛷ྠ䛨䜽䝷䝤䛷䜒

牛山

鐘

牛山

裕子会長

␗䛺䜛㛤ദ䛜
ྍ⬟䛻䛺䜛䠅
䕺䠡䜽䝷䝤䛜ᚑ᮶ᆺ䛾䜢㛤ദ䛷䛝䜛ไᐃ
ㄢ㢟䠖ไᐃᩘ䛾ῶᑡ䚸⌮ᥦ䛾ቑຍ
53

ὀ┠䛥䜜䛯❧ἲ䛾ᑂ㆟⤖ᯝ
• 13-119 䛶䛾䝻䞊䝍䝸䜰䞁䛜䚸䝻䞊䝍䝸䞊Ꮚ䜢
༳ๅ≀䛛䚸䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛛䜢㑅ᢥ䛷䛝䜛䠄᥇ᢥ䠅
• 13-126 ே㢌ศᢸ㔠䜢ቑ㢠䛩䜛௳䠄᥇ᢥ䠅
• 13-127 䜽䝷䝤䛜᭱ప15ྡศ䛾ே㢌ศᢸ㔠䜢
ᨭᡶ䛖䠄ྰỴ䠅
• 13-128 䜽䝷䝤䛜ᨭᡶ䛖༙ᮇே㢌ศᢸ㔠䛾
᭱ప㢠䜢䛺䛟䛩䠄᥇ᢥ䠅-ᚑ᮶䛾᭱ప10ྡศ䛜๐㝖䛥䜜䛯

ᕝᓮ䝻䞊䝍䝸䞊䜽䝷
䝤
54

ῶᑡ⥆䛡䜛❧ἲ
• ❧ἲ䛾ῶᑡ
– 631ї476ї337
ї219ї200
• Ḟ㝗䛾䛒䜛❧ἲ
• ⌮ᥦ䛾ᣑ
䠄ᮇ㛫䠋㢖ᗘ䛾▷⦰䠅
• 䜽䝷䝤ᐃḰ䛛䜙⣽๎䜈
䠄⩏ົ䛛䜙⮬⏤㔞䜈䠅
• つᐃᑂ㆟䜈䛾㛵ᚰ
పୗ䠛

700
600
500
400
300

日時：平成２８年１１月１６日㈬は

200

通常例会です。

100
0
2001

2004

2007

2010

2013

ガバナー公式訪問です。

ᕝᓮ䝻䞊䝍䝸䞊䜽䝷䝤
55
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勇次／秦

琢二／沼田

直輝
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