
川崎大師ロータリークラブ 週報 第 12 号          ２０１３年 １０月 ２日 発行   1 頁 

 

 

Engage Rotary Change Lives ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を  2013-14年度 第 2590地区 

               

 

 

 

 

 

第 1971 回（本年度 第 12 回） 例会 平成 25 年 9 月 25 日  雨   

 

●司会               秦 琢二 ＳＡＡ 

●点鐘               鈴木 昇二 会長 

●斉唱   奉仕の理想  

     ♪ソングリーダー    須山 文夫 会員 

 

ゲスト紹介            鈴木 昇二 会長 

国際ロータリー第 2590 地区ガバナー 市川 緋佐麿 様 

〃          地区副幹事   戸村 正房 様 

〃   第 1 グループガバナー補佐    轟 淳次 様 

青少年交換学生     メアリー・アン・ワード 様 

R 財団・米山奨学金寄付       鈴木 昇二 会長 

 

 

 

 

  

 

 

鈴木昇二会長から市川 緋佐麿ガバナーへ寄付金の授与 

来訪ロータリアンの紹介    飯塚 元明 親睦委員 

本日、来訪ロータリアンはございません。 

 

会長報告             鈴木 昇二 会長 

１、ディナーパーティーの件 501名の参加となり大成功に

終わりました。関係各位の皆様ご苦労様でした。 

２、まちの縁側大師チラシの件 

３、佐沼 RC より活動計画書、及び会員名簿、週報が届い

ています。 

４、草野球同好会募金箱の件 

  

 幹事報告             清水 宏明 幹事 

◇幹事報告（内部的なもの） 

１、公益財団法人米山記念奨学会より事業報告書が届いて

います。 

２、R 交換学生の嶋﨑君から月例レポートと写真が届いて

います。 

３、他クラブの例会変更のお知らせを回覧します。 

  

出席報告          須山 文夫  出席委員長 

会員数 対象者 出席 欠席

1971 回 55 44 27 17 61.36 ％

1969 回 55 44 32 12 72.73 ％

1 修正出席率 75.00 ％

出席率

前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

メークアップ             

林  鶴               会員 1 名 

第 41期 

会 長 鈴木昇二 

副会長 牛山裕子 

幹 事 清水宏明 

ＳＡＡ 秦 琢二 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０

  Tel.044-277-7569  Fax.044-288-8550 

URL http://kawasakidaishi-rc.com/   E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 

 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館

 

http://kawasakidaishi-rc.com/
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スマイルレポート（ニコニコボックス） 

                  横山 俊夫 会員 

 

ＲＩ2590 地区ガバナー  市川 緋佐麿 様 

本日は公式訪問に参りました。皆様、本年度宜しくお願

い致します。ロータリーを実践し、クラブの発展を図り

ましょう。また、先日はチャリティーディナーショーで

お骨折りをかけました。大成功裏に終えられたことは貴

クラブの皆さんのお陰です。心から感謝申し上げます。 

ＲＩ2590 地区副幹事    戸村 正房 様 

市川ガバナーの公式訪問に同行して参りました。一年間

宜しくお願い致します。 

第１グループガバナー補佐  轟 淳次 様 

本日は、ガバナーのお供で参りました。先日のコンサー

ト、大成功おめでとう。 

宮山 光男 会員 

市川ガバナーをお迎えして。 

渡辺 冨士夫 会員 

市川ガバナーようこそ。先日ディナーパーティー 皆様

のお力で 501 名参加を頂きました。ご協力ありがとうご

ざいました。 

横山 俊夫 会員 

先週のチャリティーディナーパティー お疲れ様でし

た。会員の皆さんご協力有難うございました。 

竹中 裕彦 会員 

①市川ガバナー、足元の悪い中、ようこそ大師リータリ

ークラブへお越し下さいました。 

②草野球同好会の皆さま、本日は残念でした。中止でな

く延期ですので宜しく！ 

竹田 正和 会員 

①市川ガバナー、ようこそ大師へ！！ご指導よろしくお

願いします。 

②チャリティーディナーショウ成功おめでとうござい

ました。役員の皆様、大変、大変お疲れ様でした。 

矢野 清久 会員 

伊藤さん、先日は、大変ありがとうございました。 

白石 浩司 会員 

地区大会チャリティーゴルフ大会に参加してきました。

絶好の日和の中、楽しんで来ました。 

清水 宏明 幹事 

市川ガバナー 本日は宜しくお願いします。 

鈴木 昇二 会長 

①市川ガバナー、轟ガバナー補佐、戸村地区副幹事、今

日はご指導宜しくお願いします。 

②地区大会、ディナーパーティー、ゴルフ大会にご参加

の皆様お疲れでした。 

 

本日のニコニコのテーマ 

「市川ガバナー 本日は宜しくお願い致します。」 

牛山 裕子、石渡 勝朗、横山 俊夫、寺尾 巌、 

増田 昌美、野澤 隆幸、鈴木 幹久、島岡 榮基、 

中村 眞治、出井 宏樹、大藪 善一、竹内 祥晴 

  各会員 

 

委員会報告 

地区大会チャリティーディナーパーティー委員会  

渡辺 冨士夫 委員長 

ディナーパーティーを参加者 501 名と盛会に終えること

ができました。市川ガバナー、野渡地区幹事はじめ、横田

会員など川崎ロータリークラブのご協力を頂きました。当

クラブも緻密に委員会を６回開催し打ち合わせをした結

果です。私にも、501 名の規模にたして賞賛の電話を頂き

ました。今後も、一致団結して事業を進めて参りましょう。

ありがとうございました。 

地区ＲＹＬＡ委員会        須山 文夫 委員 

H26 年 2 月 15、16 日に「県立三浦ふれあいの村」で危機

管理の研修を目的に ＲＹＬＡを開催致します。皆さまに

ご協力をお願いをすることも多いと思いますが、ライラリ

アン募集とあわせて宜しくお願い致します。 

プログラム委員会        鈴木 幹久 委員長 

例会へ出席をお願い致します。来月４回の卓話がございま

す。特に 10 月 9 日は、親善ゴルフ大会の担当になってお

り、選手やお手伝いで例会場への出席者が少なくなると危

惧されます。その他の例会も、素敵な卓話を設定しており
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ますので重ねて例会への出席をお願い致します。

 

卓話者の紹介        

第 1 グループガバナー補佐    轟 淳次 様 

卓話 

ＲＩ2590 地区ガバナー 市川 緋佐麿 様 

川崎ロータリークラブの市川緋佐麿でございます。１年

間ガバナーを務めることになりました。宜しくお願いいた

します。 

川崎大師ロータリークラブさんには、ディナーパーティ

ーが 501 名の規模で空前絶後の大盛会でした。この度のデ

ィナーパーティーは川崎大師ロータリークラブの名と共

に永遠に残るのではないかと思っております。 

………始めにリスボン世界大会のご報告のあと……… 

さて、本年度の RI テーマは「ロータリーを実践し みん

なに豊かな人生を」です。ロータリーを実践するとは、奉

仕事業を行う事・増強を行う事・寄付をする事とロン D ハ

ートン会長は言っております。ロータリーでは寄付をしな

いと始まらないと強調されてます。 

1990 年代世の中は技術の発達により変わってきました、

そんな中でロータリーは何をしたら良いのか、どんな事が

出来るのだろうかを考えなければいけない時期になった

と同時に新興国では、急激にロータリーが拡大し、逆に先

進国では会員が減少するという事態がありました。RI で

は 2005 年ロータリー100 年、2017 年 R 財団 100 年の 12

年間の問にこの大問題を片付けたいという念願のもと RI

戦略委員会を設け、その中で出てきたのが「未来の夢計画」

です。戦略計画とはロータリーの目標である①クラブのサ 

ポートと強化②人道的奉仕の重点化と増加③公共イメー

ジと認知度の向上。ロータリーの本質である地域の人々の

生活を改善したいと言う情熱を社会に役立つ活動に注い

でいる献身的な人々の世界的ネットワーク。ロータリーの

中核的価値観である奉仕・親睦・多様性・高潔性・リーダ

ーシップ。そんな中で RI 会長はテーマ「ロータリーを実

践し みんなに豊かな人生を」を掲げロータリーを実践す 

れば周りの人が幸せになれるけれども何よりもあなた自

身が豊かに幸せになれるのです。という意味です。 

世界のロータリーの潮流は例会よりも奉仕事業に傾いて

いるが、我々は規模は小さくても身近な地域社会への奉仕

活動にカを尽くし、職業奉仕の精神を忘れずにロータリー

括動を進め、会員の増強クラブの拡大発展を図って行きた

い。 

   仕事をしないクラブは潰れる。 

   ロータリーは拡大、増強することで活力が生まれる。 

   ロータリーは理論を説くところではない。 

   ロータリーは続計を示すところでもない。 

   ロータリーは実践するところである。 

私の掲げた地区方針 10 項目を今一度読み直してくださ

い！ 

1．未来夢計画………RI の新しい補助金制度で新しい時代

の奉仕に取組もう。 

 ☆みんなで新しい制度の目的を理解し、受給資格を獲得

しよう。 

 ☆世界に平和を、地域に灯火を。内外のクラブと手を携

え、みんなで魅力的（効果的・立体的）なことを展開し

よう。 

2．会員増強………RI 地域別計画制度の採用 

 ☆「サクジ計画」・・・・・「サク」セス・「ジ」ヤパ

ン計画 地区横断的増強計画に邁進しよう 

 ☆各クラブ純増 1 名必達。特に小規模クラブの努力を期

待します。 

3．公共イメージと認知度の向上………マスメディア、ソ

ーシャルメディアを通じて 

☆ロータリーは多くの幸せを築いてきました。その哲学

と実績をみんなに伝えましょう 

☆各クラブは「取材依頼書」「事業実施報告書」を備え

付け、事業の名称、目的、成果、影響力などについてわ

かりやすく記入し、メディアに送ろう。 

4．END POLIO NOW………「あと少し」です。貢献しま

しょう。 

 ☆昨年度ポリオ発生国はアフガニスタン、パキスタン、

ナイジェリアのわずか 3 か国で 205 件だけです。 

 ☆最後が肝心です、最後の正念場です。ロータリーなら

乗り切れるはずです。 
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クラブ行事 

10 月 9 日       7 クラブ親睦ゴルフ大会 

10 月 18・19 日 地区大会 

11 月 6 日      3 クラブ合同例会（日航ホテル） 

11 月 20 日   職場訪問・移動例会 

 

 ☆「なぜ最後が難しいのか？」「なぜお金がかかるのか？」

などを理解して支援しよう。 

 □支援をお願いします 3 年間 US300，000 ドル／地区 

5．新訳「ロータリーの目的（旧綱領）」………この機会

に改めて勉強しましょう。 

 ☆「ロータリーとは何か」「われわれは今、何をどうす

べきか」、「超我の奉仕」の下、「RI 戦略計画」と 

 兼ね合わせ考え、ロータリーを知ろう。 

6．戦略計画………みんなでクラブの長期計画を立て、夢

を持って前進しましょう。 

 ☆5 年先のクラブのあるべき姿を思い描き、今、何をす

べきかを考えよう。 

7．研修会、勉強会………効果的なロータリーライフを実

現しましょう。 

 ☆今年度より「研修委員会」に、「R 情報、広報 IT 委

員会（公共イメージ、認知度向上担当）」が小委員会と 

してその中に包含されました。 

 ☆研修会、勉強会、委員会を魅力的に効果的に行うため

の相談にものります。 

 ☆研修委員会主催の（新入会員）研修会も計画したいと

思います。 

8．ロータリー財団の活動を理解し、寄付をお顔いします 

 ☆年次寄付目標は一人当たり US120 ドル以上ですべネ

ファクターは各クラブ 2 名以上です。 

9．ロータリー米山記念事業へのご理解とご寄付のお顔い 

 ☆普通寄付は一人当たり 5，000 円以上、特別寄付は一

人当たり 20，000 円以上合計一人当たり 25，000 円以

上です。 

10．東日本大震災復興支援活動に参加しよう 

 ☆被災地はまだまだ復興途上にあり、皆頑張っておりま

す。被災地のロータリークラブあるいは地区と連携して 

 支援活動に参加しましょう 地区も積極的に支援いた

します。 

 

■まとめ 

世界のロータリーの潮流は例会よりも奉仕事業（大規模で

継続的、国際的な奉仕事業）に傾いている。 

それによって、ロータリーの名を挙げ∴ロータリア 

ンのステータスを高めようとしている。しかし、われわれ

は、規模は小さくても身近な地域社会への奉仕活動に力を

尽くし、職業奉仕の精神を忘れずにロータリー活動を進め、

以て会見の増強、クラブの拡大発展を図って行きたい。 

ご清聴ありがとうございました。 

一年間よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 10 月 9 日（水） 

卓話 

「GSE 南アフリカ派遣チーム活動報告」 

2012-13GSE ﾁｰﾑ派遣団長 北瀬達也 様 

：クラブ会報委員会： 

増田昌美／竹田正和／須山文夫／飯塚元明 

竹中裕彦／水口 衛／岩井茂次／中村 孝 


