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第1642回例会記録　平成24年9月11日（火）  10/47回

＜点鐘＞　� 安藤亨会長
＜ソング＞　それでこそロータリー
＜お客様ご紹介＞　� 安藤亨会長
第2590地区　第3グループガバナー
　　　　　　　�横浜瀬谷RC　露木雄二様
第2590地区　第3グループガバナー補佐
　　　　　　　�川崎高津RC　三家　護様
川崎多摩RC　　西　一徳様
東京多摩川RC　礒　篤明様
東京中央RC　　豊島耘三様
米山奨学生　　�禹有珍さん
ゲスト　　　　�赤本昌応様

　菅新会員の入会式が行われ、露木ガバナーより小
塚会員に紹介者バッチが、菅会員に入会バッチが授
与されました。
　菅会員→「私共の病院は麻生区の歴史と同じで30
年前に開院して現在麻生総合病院となっておりま
す。私は二代目として地域に目を向け、街づくりの
中の医療という自分の理念と一致して、百合丘ロー
タリークラブに入会することとなりました。どうぞ
よろしくお願いいたします」。

　安藤亨会長より米山奨学生の禹有珍さんに奨学金
が授与されました。米山月間では卓話の予定です。
　碓井会員よりゲストとして赤本昌応様のご紹介が
ありました。
　安藤志子カウンセラーより、矢崎冬萌さんの初メ
ールのお知らせがありました。次週報告予定です。

＜会長報告＞　� 安藤亨会長
1.�社会奉仕委員長会議の件
鴨志田社会奉仕委員長に依頼いたします。三神地
区補助金委員長をお招きして公演をお願いいたし
ます。
2.�ロータリーの友より　英語版の再注文のお願い
3.��青少年交換学生　受け入れクラブに対する地区補
助金の振込みの問い合わせ　事務局で対応いたし
ます。
4.��2012～13年度　青少年交換学生受け入れオリエン
テーション第1回開催の件　ホストファミリーの
古澤会員とイザベラさん出席で依頼がきておりま
す。　9/29（土）　14：00～
5.�職業奉仕委員長会議開催の件
9/25（火）　15：00～　メモワールプラザソシア21
嶋職業奉仕委員長に出席を依頼いたします。

＜幹事報告＞　� 中島健児幹事
＊会報着　川崎とどろきRC　川崎中RC
＊その他　
・タウンニーュースが届いております。

※諸事情により、スケジュールは変更になる場合があります。

第1644回	 10月 2 日	 招聘卓話　禹有珍さん

第1645回	 10月 9 日	 職場訪問

第1646回	 10月16日	 クラブフォーラム②	

会長		安藤　	亨
幹事		中島	健児
会報		中村和広

平成24年9月11日（火）　第1642回例会
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・9/25（火）　定款細則により休会です。お間違いの
ないように。

＜ニコニコ委員会＞　� 嶋委員
　第2590地区　露木雄二ガバナー様→「本日は公式
訪問のために参りました。1年間よろしくお願い申し
上げます」。第2590地区　三家護ガバナー補佐様→
「本日は露木ガバナーをご案内してうかがいました。
よろしくお願い申し上げます」。川崎多摩RC　西一
徳様→「本日はお世話になります。厳しい残暑が続い
ております。皆さん体調管理に気をつけましょう」。
東京中央RC　豊島耘三様→「お世話になります」。当
クラブより　安藤亨会長→「露木ガバナー、三家ガバ
ナー補佐、ようこそおこし下さいました」。中島健児
幹事→「露木ガバナー、三家ガバナー補佐ようこそ｣。
大矢会員→「先日は大勢の方々に院展においでいた
だき友情に感謝」。小塚会員→「菅会員の入会を心よ
り歓迎いたします」。以下、感謝をこめてニコニコへ。
安藤志子会員、井上久会員、井上勇会員、鴨志田会員、
北島会員、靏丸会員、内藤会員、中島眞一会員、中
村会員、野島会員、浅沼会員、佐々木会員、佐藤会
員、関山会員、白井会員、鈴木会員、高田会員、玉
井会員、碓井会員、渡邊会員、山口会員、結城会員、
阿久澤会員、嶋会員。

＜出席委員会＞　� 大西委員

＜ロータリー財団＞　� 安藤志子委員長
ベネファクターをいただきました。
　安藤亨会長→「露木ガバナーご来会を記念して」。
中島健児幹事→「露木ガバナーご来会を記念して」。
以下、ロータリー財団です。
　井上勇会員→「今月で入会12年に入りました」。嶋
会員→「7年目になりました」。鈴木会員→「昭和60年に
入会。27年間ロータリアンであったことを記念して」。

＜米山奨学委員会＞　� 粕川委員長
　井上勇会員→「9月30日で63歳になりました」。小
塚会員→「ガバナー公式訪問を記念して」。中島眞一
会員→「誕生日プレゼントをありがとうございまし
た」。渡邊会員→「露木ガバナーをお迎えして。年間
目標を達成します」。本日もたくさんいただきあり
がとうございました。

＜ニコニコ・財団・米山委員会＞

　先に第3グループ三家ガバナー補佐より露木ガバ
ナーの略歴のご紹介がありました。

＜第2590地区ガバナー卓話＞　� 露木雄二様
　皆様、こんにちは。私は、本年度ガバナーを務め
させていただきます、横浜瀬谷ロータリークラブの
露木雄二と申します。微力ではありますが、この一
年間、一生懸命務めさせていただきます。
　さて、今年度、皆様ご承知のように、日本から3人
目のRI会長が誕生いたしました。国際協議会に全世
界の200を超える国・地域からのロータリアンが集ま
りました。5日間朝から夜までみっちり勉強してから
サンディエゴの国際大会に入ります。そこで田中作
次RI会長から直接の歓迎を受け、日本のガバナーだ
けに向けてのメッセージなどもありました。
『皆さんの潜在的な能力は非常に大きな物をもって
いるが、今その能力を使っていないかもしれない。
せっかく中にひそんでいる能力があるにもかかわら
ず、その能力を使っていないケースがほとんどです。
5パーセントアップしてくれれば、相当な変化があり
ます。各地区の代表次第でどうにでもなるわけです
から、高い目標を持って前進してください。今年を
最高の年にしてください。この意味はクラブが強く
なることです。私は皆さんと同じ7月に国際ロータリ
ーの会長になります。自分がなぜロータリアンなの
か明確にするために、それを書き出すということを
実行する予定です。これは自分にプライドをもって、
世界の平和の為に役立つということを自分でまとめ
る、という意味です。大きな期待を持っております
のでどうぞよろしくお願いします』。

本日のプログラム

会員 出席 欠席 メーク

＊出席免除会員2

第1642回	 39＊	 35	 4	 	 89.74%
第1641回	 38＊	 30	 8	 6	 94.74%

出席率

今回

ニコニコ
財団
ベネファクター
米山

	 32件	 45,000円	 254件	 300,000円
	 3件	 30,000円	 8件	 70,000円
	 2件	 160,000円	 2件	 160,000円
	 4件	 70,000円	 10件	 150,000円

累計



　今年度のテーマは、『奉仕を通じて平和を』です。
そしてスピーチの中で、『クラブを強くしよう』と訴
えております。我々日本のロータリアンにとりまし
て、これは願ってもない活力を生み出すチャンスで
す。この機会を捉え、会員減少に歯止めのかからな
い現状を打破しようと思っております。この一年は
非常に大切な一年です。年度内に、何としても活力
再生の道筋を作らなければなりません。その為には、
クラブを強くする必要があります。

　世界には変わった地区もあったのでご紹介いたし
ます。ロータリークラブは、200カ国の国と地域で構
成されており、会員数は123万人です。中でも第2450
地区は地中海にあるキプロス島で、この地区ガバナ
ーにお会いして名刺を交換したところ、この地区に
は10カ国ありました。アルメニア、バーレーン、エ
ジプト、ヨルダン、ジョージア、レバノン、スーダ
ン、パレスチナ、南スーダン、アラブ首長国連邦が
入っています。特にスーダン・南スーダンでは、南
スーダンが独立したばかりで、つい先日まで紛争状
態にあったとのことでした。このような地区も世の
中にはあるのです。

　当百合丘ロータリークラブのプレゼンにおいて、
会員増強、会員の満足度の向上、創立35周年に向け
た活動など、こういった周年行事などがあると、ク
ラブ一丸となって会員増強にもつながっていくと思
います。青少年交換学生、桐光学園インターアクト
クラブ、環境保全や地域のために密着した活動、友
好クラブ、国際奉仕活動にも関係してくるのでどう
ぞよろしくお願いいたします。

　今年度のテーマは、『奉仕を通じて平和を』です。
Peace�Through�Service�小さな人助けが平和につな
がります。どんな奉仕活動もそれがやがて平和につ
ながるということを意識して活動してください。何
も戦争に対する平和だけが平和ではなく、自分の身
の回り幸福感や心の平穏、静けさをつくる事も平和
です。まずは身の回りから構築して、世界平和に進

もうということだと思います。自己より他者が大切
だと感じる心、ロータリーの活動だけではなく、色々
な活動に参加してやっと感じるような、かなり経験
が必要とするような心を是非養っていただきたい。
特に今年度を最高の年にしてください。最大13万人
だった会員が9万人を切ってしまいました。当地区
も3,200人だった会員が、現在2,211人です。7月より
少しずつ会員も増えてきておりますので、会員減少
に今年は歯止めをかけたいと考えております。強い
クラブを作ってほしい、会員の満足度というのは、
強いクラブの別の言い方、実現するようにお願いい
たします。田中作次会長は、そのためには会長の教
育が重要だと話されました。これを会長が聞いたと
きには、会員の教育が重要なんだ、という事です。
また自分が感じているロータリーの魅力を語れるよ
うにして欲しい。

・クラブのサポートと強化
・人道奉仕の重点化と増加…未来の夢計画というの
は人道奉仕に特化したプログラムを推進していく　
・公共イメージの認知度の向上

ENERGY：活力、エネルギー
X（EXTRA）：特別な
CONTINUATION：継続性
INTERNATIONAL：国際性
TOLERANCE：寛容の心
EXAMINATION：検定試験、勉強する

1.�魅力あるクラブ創りに励みましょう
2.�各クラブ10％の会員増強を目指しましょう
3.�地区の活性化は、参加意識から
4.�ロータリーについてもっと知ってください
5.�クラブの奉仕事業は全員参加が基本です
6.�クラブ全員で新会員を育てましょう
7.�ロータリー財団活動に積極的に参加してください
8.��ロータリー米山記念奨学事業へのご理解と寄付の
お願い
9.��クラブ及び地区主催の東日本大震災復興支援活動
に参加しましょう

10.��世界3地域で開催される、世界フォーラムを積極的
に支援します

・例会が楽しくなる雰囲気作り

今年度の地区方針EXCITE2590

RIの戦略計画

クラブ活性化の方法



・地区クラブのイベントに参加する仕組みを作る
・他クラブを訪問して情報収集、知人を増やす
・�IM、記念パーティ、記念ゴルフ大会、地区大会、
国際大会への参加

・�チャリティーパーティー　10/12（金）　6名以上の
参加お願いします。
・地区大会11/9（金）
・ロータリー平和フォーラム5/17（金）、18（土）
・新会員の1泊研修

・�もしこの例会が楽しくなければ、つまらないと思
ったらあなたにも原因があります。
・�選ばれて入会したと思わないと、クラブに責任と

誇りが持てないです。職業の代表として迎えてい
るのです。
・�長幼序列の精神を失わなければロータリーアン
は、それ以外は全て平等です。
・�そして最後に、『NO』と言わないようにしましょ
う。『もしガバナーにならないですか？』と言われ
たら『NO』と言わないようにしましょう。

　クラブを強くするための行動を示しました。『ロー
タリーを知ろう』、『活動に積極的に参加しよう』、『新
会員を大切にしよう』等はどれも、クラブを強くす
るための手段です。どうか、クラブ一丸となってク
ラブ強化に取り組み、少しでも早く会員増強の体制
を創って欲しいと思っております。それには、この
一年を今までで最高の年度にしていただきたいと思
っております。これが、当地区にとりまして今、最
も必要な行動であると思っております。私は、諮問
委員会、ガバナー補佐会議、地区委員長会議、PETS、
地区協議会、各種委員会セミナーを通じて、クラブ
活性化の手応えを感じております。この手ごたえを
現実に実りあるものにするためには、皆様の強力な
支援が必要です。皆様の更なるご支援、ご協力をお
願いいたします。

良きロータリアンになる為に

今年度の主な活動


