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国際ロータリー第2590地区
ガバナー 轟 淳次様（川崎マリーンRC)
地区幹事 鈴木慎二郎様（川崎マリーンRC)
第１グループガバナー補佐 牛山裕子様（川崎大師RC)
地区大会実行委員長
地区大会キャラバン

ご挨拶

小山宏明様（川崎マリーンRC)
島田精二様（川崎マリーンRC)
河口武生様（川崎マリーンRC)

小山宏明様

本日は島田地区大会副幹事、河口地区大会副幹事、大会
委員長の小山と３名で今年度の地区大会のお知らせとお
願いに来ました。どうぞよろしくお願いします。

川崎大師ロータリークラブ

令和元年8月7日

－晴 猛暑－

川崎大師RCの皆さまには地区研修協議会の時には大変お
世話になりありがとうございます。また今年度の地区大
会のコホストクラブとしていろいろな分野でご活躍、ご
協力をいただきまして重ねてお礼を申し上げます。あり
がとうございます。
早速ですが今年度地区大会のお知らせをさせていただき
たいと思います。
今年度の地区大会は10月25日金曜日、26日土曜日両日パ
シフィコ横浜会議センターにて行います。初日本会議、
会長幹事会ですが須山会長、八尋幹事、牛山ガバナー補
佐、秦地区副幹事にご出席を賜りたいと思います。
初日講演として国際基督教大学学長 言語学者であられ
ます日比谷 潤子様に「世界で活躍する女性」と題して
講演を頂く予定になっています。ガバナー補佐、拡大増
強委員会主催の「会員は本音で語る会員増強 パートⅠ
」ということでパネルディスカッションを行います。
RI会長代理ご夫妻の歓迎の晩餐会を隣インターコンチネ
ンタルホテル３階のボールルームにて執り行います。奮
ってご参加の程お願いを致します。
２日目全体会議です。こちらは会員の皆さま全員に出席
を賜りたいと思います。２日目記念講演として鎌倉ロー
タリークラブの会員で鶴岡八幡宮宮司 吉田茂穂様に新
元号と日本人のあり方と題して記念講演を頂く予定にな
っております。
ガバナー補佐、拡大増強委員会主催の「会員は本音で語
る会員増強 パートⅡ」ということでパネルディスカッ
ションを行います。牛山ガバナー補佐が中心になって行
う予定です。どうぞよろしくお願いします。
最後は会員の懇親会です。最後まで全員のご参加をお願
いします。
10月25日、26日両日に向けて私共ホストクラブ川崎マリ
ーンRCまた９つのコホストクラブの皆さまと一丸になっ
て準備を進めているところです。是非川崎大師RCの皆さ
まにおかれましては全員登録、全員のご参加をお待ち申
し上げております。本日は貴重な時間どうも有難うござ
います。当日どうぞよろしくお願いします。
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レオナルド・テオ君

皆さん、初めまして。ベルギー人です。でもフランスに
住んでいます。18歳です。本当にありがとうございまし
た。よろしくお願いします。

ベルギー派遣からの帰国報告

須山なつみさん
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ら探しています。この青少年交換のプログラムで１人の
女子高生ですがすごく変わってしまうんだなということ
を身をもって体験できました。
やはり先輩方も変わるよと言っていますが、そんな、ま
さかと思って行ったらまさか自分がこんなに180度も世
界が変わって見えて、かつ他の言語はそんなに好きでは
なかったです。
それが今はフランス語や英語を通してこの前の花火大会
に行った時も道案内を自分から積極的に行ったり今テオ
と一緒に毎日最近どう？よく眠れた？など話をしたりし
ています。
今使える他の言語がこの先役に立てたらすごくいいなと、
この自分の言語が使えるということが誰かの役に立てた
ら、ロータリーで行ってきた１人の学生としての任務は
ここで終るのではないかなと思います。
そういう意味ではまだ私はロータリーの任務はまだ終っ
ていません。また次の21日に帰国報告としてパワーポイ
ントを使って自分の１年間を説明する機会をいただける
ので、自分の楽しかった１年間を皆さんと共有できたら
と思います。
最後に１つ、私のこわいことはこの大切な一つ一つを全
部思い出は覚えています。そのピンがぽんと落ちたとき
にフロアを叩く音だけが私は恐いです。ありがとうござ
いました。

ロータリー財団特別寄付
１０００ドル目録 轟ガバナーへ
ロータリー米山記念奨学会特別寄附金
１０万円目録 轟ガバナーへ

１年間ベルギー派遣生として頑張って帰ってきました。
無事帰れるようになったのも皆さまのおかげと思います。
１年間フランス語圏という日本語とは全く違う場所で最
初の３ヶ月、４ヶ月はすごく苦しかったです。日本食が
すごく恋しかったりもしました。でも帰ると同時に空港
で見送ってくれた子たちやホストファミリーとの別れの
時にはすごい量の涙が出ました。その涙はやはりベルギ
ーを心から楽しんだ証拠なのかなと思います。
中学生の頃から幼稚園の先生や教育に携わる職業につき
たいと考えフランス語圏のベルギーまでいきました。ベ
ルギーから帰ってきた翌日に大学説明会に行った時に自
分は教育者じゃないのかもしれないというのを感じて、
今進路を180度回転させてAO入試で大学をもう一度１か
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須山文夫会長

①ロータリーの友 パズルでロータリーの当選者が出ま
した。横山俊夫会員です。
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③8月14日の例会は休会 お気をつけください。
次回は8月21日。須山なつみ様から卓話をいただきます。
例会場がかわります。信徒会館２階大広間になります。
皆さまお間違えないようご出席賜りますようにお願いし
ます。
④回覧物（ゴルフ大会案内２件、他クラブ例会変更、広
報誌いくおう第49号送付の案内）

出席報告

伊藤佳子出席副委員長
会員数

対象者 出

席 欠

席

出席率

2238回

４４

３９

２５

１４

64.10 ％

2236回

４４

４０

２７

１３

67.50 ％

前々回の修正 メークアップ 1 名 修正出席率

70.00 ％

メイクアップ
林 鶴会員
②青少年交換委員長会議に布川委員長と須山が出席して
まいりました。
③RLIについて地区より募集がございました。皆さまの
参加お待ちしております。
④本日は地区大会のリーフレットを配布させていただい
ております。地区大会を楽しみにみていただいたらと思
います。

幹事報告

会員数

対象者 出

席 欠

席

出席率

2237回

４４

４０

１９

２１

47.50 ％

2235回

４４

３９

２８

１１

71.79 ％

前々回の修正 メークアップ 3 名 修正出席率

79.49 ％

メイクアップ
林 鶴会員、内田省治会員、大﨑克之会員

八尋匡彦幹事

①８月国際ロータリー為替レート

１ドル＝１０８円

②配布物（ロータリーの友・ガバナー月信）

スマイルレポート（ニコニコボックス）星野祐治副会長
国際ロータリー第2590地区
2019-20年度ガバナー 轟 淳次様
ガバナーを拝命いたしました川崎マリーンRCの轟淳次と
申します。本日は公式訪問にお邪魔させて頂きました。
皆さまの思いを地区運営にいかしてまいります。どうぞ
ご指導、ご協力の程よろしくお願い致します。
川崎大師ロータリークラブ
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本日のニコニコのテーマ
「国際ロータリー2590地区ガバナー
轟淳次様ようこそお越し下さいました。
本日はご指導宜しくお願いします。」
秦 琢二会員、中村眞治会員、野澤隆幸会員
工藤和弘会員、坂東保則会員、伊藤佳子会員
炭谷博功会員、松井昭三会員、布川 浩会員
内田省治会員、大﨑克之会員、遠藤悦弘会員
岩井茂次会員、鈴木昇二会員、水口 衛会員
星野祐治会員
合計46,000円

委員会報告
国際ロータリー第2590地区
2019-20年度幹事 鈴木慎二郎様
本日は公式訪問に随行致しました。地区幹事の鈴木慎二
郎と申します。轟ガバナーを支えるべく１年間邁進致し
ますので皆さまのお力添えを心よりお願い申し上げます。

●2018年度幹事 猪狩佳亮直前幹事
遠藤年度の決算理事会を8月21日18時から開催致します。

国際ロータリー第2590地区
2019-20年度 第1グループガバナー補佐 牛山裕子様
轟ガバナー公式訪問のお伴で伺いました。本日の例会が
これからクラブ運営に役立つよう会員皆様のご協力をお
願い致します。
地区大会実行委員長 小山宏明様
地区大会副幹事 島田精二様
地区大会副幹事 河口武生様
本日は地区大会のご案内と参加のお願いにうかがいまし
た。来る10月25日・26日皆さまのご参加をお待ちしてお
ります。よろしくお願いします。

雑誌広報委員会

工藤和弘委員長

宮山光男会員
轟ガバナーをお迎えして
竹中裕彦会員
①轟ガバナーはじめご一行の皆さまようこそ大師ロータ
リーへ、ご指導の程よろしくお願いします。
②先日有志の会ご参加の皆さま、ありがとうございまし
た。残金をニコニコにいれます。
③なっちゃんおかえりなさい
八尋匡彦幹事
国際ロータリー2590地区ガバナー
いでくださいました
須山文夫会長
轟ガバナー、地区幹事ようこそ
なつみさん、テオくんようこそ
例会を楽しんでください。
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ロータリーの友精読がありません。
38Pパズルの答え 131342
８月は会員増強月間で横浜中RCの91歳の会員増強の方
のお話や高崎ロータリーが会員数64人から115人へ増強
したなどという話題があります。
痛風の経験者で発足した友の会があるとかありますので
ぜひご一読頂ければと思います。
川崎大師ロータリークラブ
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卓話
卓話者紹介
第2590地区

第1グループ

牛山裕子ガバナー補佐

ガバナーのご紹介をさせていただきます。
お名前は轟淳次様 川崎マリーンロータリークラブご所
属です。
お生まれは1943年8月21日
1967年3月に三和矢崎サービス株式会社を設立し代表取
締役にご就任
2013年8月同社会長ご就任
ロータリー歴
1993年2月15日 川崎マリーンロータリークラブ創立会員
1998-1999年度 川崎マリーンロータリークラブ会長
地区のいろいろな委員長をご経験されています。
2013-2014年度 第１グループガバナー補佐
ロータリー財団メジャードナー、ベネファクター、マル
チプルポールハリスフェロー、マルチプルポールハリス
ソサエティのメンバーです。
米山功労者マルチプルでいらっしゃいます。

国際ロータリ第2590地区ガバナー

轟

淳次様

ご紹介いただきました川崎マリーンの轟です。１年間当
地区をおまもりすべく重責につかさせていただきました
が大変申訳ございません。皆様方にHOTなお話をさせて
いただきます。
2590地区最終的に2,000名を割ってしまいました。1,997
名で今年度スタートさせていただきました。
2590地区、いろいろな意味で2,100名の会員を有してい
ないと年間の諸々の計画が立ちゆかなくなってしまいま
す。そういう意味で2,000名を割ってしまいました今日
川崎大師ロータリークラブ

をいろいろ考えますと、300名近い会員増強を図らなけ
ればならないのかな
6月には恒例といったのでは語弊がありますが、6月退会
される方が多いようであります。そういう面では私、い
ろいろなターゲットを８つほど設けさせていただきまし
たが、本来公式訪問ではそのルールを説明するのが常識
かと思っておりますが、それは皆様方私共の方でガバナ
ー月信を発行させていただく中で、細かく説明してあり
ますのでそれを会長はじめ皆様方でご一読いただきご協
力賜ればと思っております。
本年度地区、貴クラブより竹中会員がロータリー財団補
助金委員、須山会長がロータリー青少年交換副委員長に
ご就任です。
昨年奉仕部門が新しくできあがりましたが鈴木会員がそ
の奉仕部門の副委員長にご就任されました。牛山会員が
当地区第１グループのガバナー補佐にご就任と同時にオ
ンツーホノルルの委員もお引き受けいただいております。
布川会員がローターアクト委員会の委員をお勤めいただ
いております。秦会員は地区副幹事、雑誌関係の編集に
携わっていただくということで６名の方々に地区でいろ
いろと力を発揮して頂くということになります。よろし
くお願い申し上げます。
マローニーさんのビデオをこれから投影いたします。会
長は口酸っぱく我々を１週間近い教育の中で世界のロー
タリーは手を繋ぐんだと、一昨年ですが会員を徐々に減
らして昨年が非常に多い会員を無くしてしまったと。そ
の辺で是非とも穴の開いたバケツで水を汲むのではなく、
穴の開いていないバケツに持ち替えて是非とも新しい会
員の発掘に邁進していただきたいとそういうことを声を
高々とおっしゃっていただきました。そういう意味で先
ほど申し上げたように本年度この2590地区そんめいの危
機と称するか非常に存続するのに凄い立場に、私がガバ
ナーになり重責をうけたのだなと。何ら予算組みをする
のに苦労しない年度にしていきたいなとそのような気持
ちでいっぱいです。
是非ともこれから長くビデオ等ご覧頂きたいと思います。
お願いします。
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続きまして貴クラブの牛山会員、私の考えということで
女性とロータリーの入会の経緯ということで静止画です
が２人の合作ですのでそれはあくまでも私と牛山さんの
個人的な考え方でこれが正解とは言い切れない部分もあ
ろうかと思います。
まずご覧頂きたいと思います。
このフィルムはポールハリスご夫妻です。ご夫妻はロー
タリアンのメンバーをご自宅を開放して特に奥様方同士
がまず親睦を深めていこうと、基本的にロータリーは男
社会で今日動いてまいりましたが今から30年ほど前に女
性会員が認められてロータリーが発展しているわけです。
スタート段階から実は奥様方がご主人が所属するクラブ
の陰の力持ちになっていただくと、特にこの中で奥様方
でご主人の活躍を内助の功でバックアップしていただい
たということです。特に奥様方の力によって青少年交換
学生の必要な原資を奥様方のポケットマネーを拠出して
いただいてプログラムがスタートしたということです。
まずはロータリーのお金でスタートしたということでは
ございませんのでこういうことを考えますと、今青少年
交換は非常に大きなウエイトを占める重要な部署です。
それがロータリアンのみならず、ロータリーの奥様方の
お力でプログラムが出来上がったということを再度ご認
識を頂きたいと思っております。
これは女性が入会にいたるまでの経緯を現わしてござい
ます。1970年規定審議会において女性会員を認めて欲し
いという提案をしたところ大変寂しいことに否決されて
しまいました。それから7年経った時に１つのロータリ
ークラブさんが３名の女性会員をRIに無断で入会させた
ところRIは力を持ってそのクラブを廃止してしまったと、
すぐ裁判にかかったということで、それから約９年が経
って米国の最高裁の判決でロータリーに入会させるとい
う理由だけでクラブを解散させることはできませんとい
う判決がでました。それから２年後新たに規定審議会、
その当時も３年に１度の規定審議会を開催していたよう
ですが男性という文字をはじめて削除してそこではじめ
て女性会員が誕生したということです。その同年日本で
も女性会員は北海道の清水ロータリーではじめてなられ
ました。2007年には2630地区田中さんという女性の初の
ガバナーが誕生しました。この年代ではじめてロータリ
ーで女性が活躍することを世間が認知していただいたと
いうことです。昨年度の実績で世界のロータリアンの女
性会員の数が20万名おられます。その中で日本ではどう
だったのかなというと日本では女性会員は6％です。こ
の2590地区において昨年度の実績でいくと全体で9.3％
が女性会員です。女性会員が全世界的に見てまだまだ日
本の場合占有率が少ないです。2590地区は9.3％という
ことで平均値より高いですが私の希望として本年度は
9.3％を15％まで持ち上げていただけるよう女性会員の
発掘をお願い申し上げたい。
右側のグラフをお目通しいただきたい。上の青の折れ線
は当地区の全体会員数の減数をしてきたものをしたもの
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です。下の赤いグラフは女性が年々着実に会員数を増や
しているというグラフです。そういう意味から私がロー
タリアンになってから27年目に入るわけですが男性会員
が1,100名強退会してしまったということがこのグラフ
から読み取っていただけると思います最近日本の社会も
女性が社長にご就任いただく比率が年々高まってまいり
ました。昨年度実績で7.8のウエイトまで占めてきてお
ります。
これは女性会員がどういう職業についておられるのか、
女性会員の社長がふえてきているということをこのグラ
フで表しております。これはハードデイスクに落として
大師クラブさんでもじっくり見ていただければと思って
います。どういう職種に女性会員が就いていただけてい
るのかなというグラフを数値化したものです。皆さんの
目から見て細かすぎて見づらいと思いますのでこれも後
ほどじっくりご覧頂きたいと思います。
これは皆さまご存知の通り前国連難民高等弁務官の緒方
貞子さんです。彼女は日本ではじめてロータリーの奨学
金をいただきまして米国の大学で政治学を学んだという
ことでその結果が国連の高等弁務官という職歴を確保さ
れたということです。そういう面でロータリーは皆さま
のお力をお借りしながらこういう活動に寄与していると
いうことです
この女性お二人は皆さまはじめてご覧頂く。中には知っ
ている方、ご親戚の方もおられると思いますが左側の方
が浜松のハモニカロータリー所属のはんまさん、右側の
方 しまださん運輸会社の社長です。全国トラック協会
の副会長までおつとめの方です。ご自分の意見が非常に
しっかりしており下手な男性なら軽く論破されてしまう
のではないのかなと思うくらいの芯の強い女性です。で
きればはんまさん、島田さんどちらかが日本初の女性RI
会長になって欲しいと思うくらいの人材です。
ずいぶんご覧頂きましたが女性の活力を甦らせてロータ
リーを盛んにしたい。女性ロータリアンを増やしていき
たい。年齢の若い新会員をお迎えしたい。各クラブ活気
のあるクラブづくりをお願い申し上げたい。これを見て
頂いて色々なことをお考え頂けたと思いますがクラブと
して今まで以上に持続可能な地域へのプロジェクトを是
非とも練って、川崎市もしくは川崎区の行政と手を組ん
で幅広い世代に御支援を必要とする方々を巻き込みなが
ら繋がりあうことをしていきたい。RI会長が述べている
世界の人々と手を繋いでいこう、その為には地域の社会
奉仕プロジェクトを細かく立案し継続的に実行していく
ことが地域社会よりロータリーをよく認知していただけ
る活動になるのではないかと思っております。いろいろ
な意味では支援者や協力者、忍耐強い女性会員を女性の
経営者を増やして頂くということがロータリーを盛んに
する、活気のあるクラブづくりができるのではないかと
思っております。当然のことながら我々ロータリアン自
身が自信をもって世界の方々と手をつないで変化をおそ
れず、またその変化をリードするのもロータリアンでは
川崎大師ロータリークラブ
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ないのかなと私は考えております。
ロータリーの各クラブさんの動きは非常に安全運転を心
掛けるクラブもあれば積極的に外洋に出て行って会員増
強につとめるクラブもあろうかと思いますがロータリー
クラブというもの港に停泊してあっても船は船ですが本
来の役目、船は貨物を運んだり人を運んだりすることが
仕事です。ロータリーもただあっただけでは何にもなら
ない。新しい人材を発掘し、クラブに活気を取り戻すと
いうことに邁進していただきたいなという気持ちが一杯
です。是非とも皆さまと一緒に、私も新米の船長として
2590地区この地区を外洋に出て行けば当然、すごい荒波、
今も台風が3つ日本を襲っているようですがその荒波に
立ち向かう勢いで一緒に頑張っていきたいなとそのよう
な気持ちでいっぱいです。貴クラブにおいても会員増強
がスムーズに行くようにまた女性会員にむけてあたたか
い目を向けて女性が女性を新しく勧誘できると、40代、
50代の女性に声をかければとたんにセクハラ、パワハラ
と言われます。何の犯罪も犯したつもりはございません
がバリアを張られてしまう。ということを考えますと柔
和な顔をされた方が女性会員をいただきたい。竹中さん
のように優しいお顔の方が勧誘、セールスの持っている
力と同様、勧誘につとめていただければよろしいのでは
ないかなと。皆さまにお願いをしていきたいと思ってい
ます。
大変恐縮ですが本年度私のガバナー年度において本来な
くてはいけないYE交換を一時休止をさせていただきます。
これはいろいろなプログラムを一生懸命携わって頂いて
いる方々の真剣さは私も十分に承知しております。私も
来日して頂く学生のホストファミリーを２人させていた
だきました。海外に新しく行かれる方に輩出側のホスト
ファミリーも経験があります。青少年交換と意味が違い
ますがロータリー財団で地区補助金とグローバル補助金
これも海外への派遣がございます。この海外派遣で地区
補助金で１名、グローバル補助金で１名過去トータルで
ホストファミリーをさせて頂いたのは５つございます。
私も非常に楽しくプログラムを消化してきた思いがあり
ます。私の年度でYEを一時は休止してもう一度足下から
プログラムの見直しをしたいと思います。是非とも学生
本位の学生ファーストでプログラムを練っていきたいな
という気持ちです。なにぶんともご理解の程よろしくお
願いします。

絆をつくろうではないかということで私は横山さんにも
お願いをしております。そういったことを会長もおっし
ゃっておられますので、増強ということをどんどん考え
ていきたいと思います。
また轟ガバナーのご説明の中でポールハリスの奥様が活
躍した。あれは我がクラブにもかつてはマーメード会と
いう会がございました。私はそんなに詳しくはないので
すがやはり内助の功、会員の奥様方の力があって、男は
女性の手のひらで転がされているというところがあるの
かなというのがございます。ロータリーの活動、牛山さ
んの年度でもいっていました。家族あってのロータリー、
やはり家族がなければこうして我々が例会に来て何をす
ることも出来ないと思っております。またYEについて報
告、奥様方のポケットマネーでやられていたということ
がございます。この制度も私共YEの保護者会という制度
がございます。今日テオ君来ておりますがホストファミ
リーが出来るのも私がやるわけではないんです。うちの
奥さんが良いよと首をたてにふってくれたから出来るの
であってやはり奥様の力がなければロータリーは活動で
きないと思っております。また今最後におっしゃられま
した船はとまっている。とまっているだけであれば何の
危険もないんです。責任をとることもなにをとることも
ないんです。ですがやはり船は船。出さなければ意味は
ない。今回も、地区協議会の時も同じようなことをいい
ましたがどういう船になるかはわかりません。轟ガバナ
ーの船は立派な船かもしれません。私、クラブの協議会
では須山年度の時には泥船になるか豪華客船になるかは
皆さん次第ですといいました。お陰様でたぶん泥船には
ならないかと、どこかのゴムボート程度にはなったのか
なと、皆さんのご協力があってからこそ出港できました
のでこれをどんどん屋形船くらいにして皆で楽しく宴会
しながら海に出て戻ってきたいなと思っております。
またガバナーとの懇談でYEについて聞きましたがいろい
ろ御意見をさせていただきました。多分このクラブでも
御意見等はございますが大変時間が無い中、今日は轟ガ
バナーと鈴木幹事に苦言めいたことをかなり言わせてい
ただきました。それにてクラブの皆さまにはご勘弁いた
だければと思います。
この１年、轟ガバナー、鈴木幹事におかれましては平穏
な航海かどうかはわかりませんがわれわれも何とかご協
力はさせて頂きたいと思います。１年一緒に私もゴムボ
ートに乗ってついていきたいと思います。本当にご指導
ありがとうございました。

謝辞

●閉会宣言並びに点鐘

須山文夫会長

本年度RI会長のマークダニエルマローニさん、一番最後
にいった言葉が末永い絆をつくろうではないでしょうか
と。これは増強の真骨頂だと思います。今年ガバナーに
もご説明させて頂きました。長い年月丁寧に増強して、
長くロータリーにはいってもらう、末永い仲間としての
川崎大師ロータリークラブ

クラブ
会 報
委員会

須山文夫会長

日時：２０１９年８月２８日㈬は
通常例会です。
◇第３回クラブ協議会
遠藤年度決算報告
船山

佳則／布川

浩／秦

琢ニ
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