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　本年度第1例会の為、小塚前会長より井上勇会長
にガベルの引き継ぎがありました。

＜点鐘＞� 井上勇会長
いよいよ今年度が始まりました。みなさまどうぞよ
ろしくお願いいたします。
＜ソング＞　君が代　奉仕の理想

会長� 井上　　勇
会長エレクト� 鴨志田敏彦
副会長･クラブ奉仕委員長� 北島　克己
幹事� 井上　　久
会計� 野島　敏昭
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副幹事� 嶋　　　元
理事　職業奉仕委員長� 安藤　　亨
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　井上勇会長より一年間の慰労を表し小塚前会長と
中村前幹事に記念品の授与がありました。

＜お客様ご紹介＞� 井上勇会長
第2590地区第３グループガバナー補佐
中村憲一様→「本日川崎市政記念日ですが、表敬訪
問に参りました。今年度RI会長のホァン氏は『ロ
ータリーに輝きを』というテーマを掲げております。
そのテーマから大野清一ガバナーは具体的な方針を
押し出しています。地区方針を充分認識した上で各

※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1728回  7 月15日 クラブ協議会　社会奉仕・国際奉仕・青少年・職業奉仕委員会の各委員長

第1729回  7 月22日 委員会報告　協議会補充

第1730回  7 月29日 クラブフォーラム　ラオスプロジェクト
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クラブとの連携、パイプ役として努めたい思ってお
ります。ライトと言っても各クラブの独自の輝きが
あって然るべきだろうと考えます。会員一人一人が
光源でその集合体がクラブのライトアップに繋がっ
ていく。良いクラブを作り上げ増強を務め活性化に
繋がればと考えております。本年度よろしくお願い
いたします」。

川崎西RC　会長　筒井進様→「第3グループの会長
幹事会でも大変お世話になっております。また私共
も会員増強をして来年の50周年を迎えたいと思って
おります。どうぞよろしくお願いいたします」。

川崎西RC　幹事　越水詞郎様
米山奨学生　マリア・マグダレナさん
＜入会式＞
　新入会員の入会式が行われ、中村ガバナー補佐よ
り安藤美恵子新会員にバッジが渡されました。
安藤美恵子会員→「主人が亡くなってから沢山の方
にロータリーの入会を勧められ、大変幸せだと思っ
ています。各界の方々と楽しんで勉強しながら活動
したいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま
す」。

＜表彰＞
ポール・ハリス・フェロー　�関山会員、小塚会員、

鴨志田会員
米山功労者　�碓井会員、玉井会員、鴨志田会員、
　　　　　　中島健児会員　
中村ガバナー補佐より記念品が渡されました。

＜祝い事＞� 渡邊親睦委員長
会員誕生　関山会員、碓井会員
配偶者誕生　安藤志子会員のご主人様
会員入会　�結城会員、白井会員、親松会員、山内会員、

小島会員、安藤美恵子、粕川会員、山口
会員、尾崎会員

＜会長報告＞� 井上勇会長
　先に、理事会の報告です。
・本年度活動計画書が承認されました。
・�地区支払い人頭分担金、地区事業費、ロータリー
財団寄付、米山奨学会への寄付、ロータリーの友
購読も承認をいただきました。
・�ラオス支援実行委員会について　ラオスの子ども
達への歯磨き励行運動ですが、実行委員会を立ち
上げることで承認されました。
・�麻生観光協会総会の資料及び会費納入のお願い
　10,000円の拠出が承認されました。
・�あさお区民まつりへの協賛の件　10,000円の拠出
が承認されました。
・�麻生防犯協会会費の件　10,000円の拠出が承認さ
れました。
・�『社会を明るくする運動』寄付金の件　10,000円
の拠出が承認されました。
・�40周年記念実行委員会について　委員長を選出し
てから委員会を立ち上げていくということで承認
されました。
・�8/5（火）　昼　通常例会　夜　納涼会を計画して
います。またご案内いたしますのでよろしくお願
いいたします。
以下、会長報告です。
1.�半期報告書提出依頼
2.�クラブ研修リーダー会議開催のご案内　
　�7/17（木）　15：00～17：00��メモワールプラザソシ
ア21　�会長、小塚ロータリー情報委員長が出席
いたします。
3.�『ロータリー電子版』のご案内
4.�会長幹事会開催のお知らせ　
　�7/9（水）　18：30～　KSP　会長、幹事で出席いた
します。
＜幹事報告＞� 井上久幹事
　未熟ではございますが、一生懸命頑張りますので
どうぞよろしくお願いいたします。
＊�活動計画書着　�川崎稲生RC　川崎高津南RC
　　　　　　　　川崎北RC
＊会報着　新川崎RC　川崎中RC　川崎北RC



＊その他
・�ロータリー為替レート変更　7月より1＄＝102円
・�７、８、９月の会費の納入をよろしくお願いいた
します。
＜ニコニコ委員会＞� 赤本委員長
　第３グループガバナー補佐　中村憲一様→「本日
は7月1日、2014～2015年度　大野ガバナー年度の始
まりです。どうぞよろしくお願いいたします」。
川崎西RC筒井進会長、越水詞郎幹事→「本日は表
敬訪問に参りました。一年間よろしくお願いいたし
ます」。当クラブより　井上勇会長→「いよいよス
タートです。会員の皆様今年一年よろしくお願いし
ます」。井上久幹事→「中村ガバナー補佐、筒井会長、
越水幹事ようこそいらっしゃいました。ご指導の程
よろしくお願いいたします」。小塚会員→「新年度
に向けて順調にバトンを渡すことができて何よりと
思っています。素晴らしいRI活動が展開されるこ
とを心より期待すると共に、仲間としてしっかりと
応援していきたいと思います」。中村会員→「井上
勇会長、井上久幹事の新年度のスタートを心よりお
祝いいたします。頑張ってください」。関山会員→「井
上年度、楽しい年度にいたしましょうね」。安藤美
恵子会員→「本日より入会させていただきます。ど
うぞよろしくお願い申し上げます」。以下、感謝を
こめてニコニコへ。阿久澤会員、安藤亨会員、安藤
志子会員、浅野会員、鴨志田会員、粕川会員、北島
会員、小島会員、中島健児会員、中島眞一会員、野
島会員、大矢会員、親松会員、尾崎会員、佐藤会員、
関山会員、白井会員、鈴木文夫会員、鈴木清会員、
玉井会員、寺川会員、鵜飼会員、碓井会員、渡邊会
員、結城会員、赤本会員。

＜出席委員会＞� 碓井委員

＜ニコニコ・財団・米山委員会＞

＜ロータリー財団＞� 佐藤委員長
　目標を達成するべく、一年間よろしくお願いいた
します。結城会員→「入会33年目になりました」。
＜米山奨学委員会＞� 北島委員
　碓井会員→「誕生祝い感謝します」。

＜会長指針＞� 井上勇会長
　私がロータリークラブに入会したのは今から13年
前9月11日でした。台風で雨風の強いしかもガバナ
ーの公式訪問日でした。当時のガバナー訪問日は協
議会、懇親会と一日がかりで、知り合いが少ない中、
懇親会のお酒でコミュニケーションがとれたと記憶
しております。
　それから5年後に渡邊会長の時に幹事を務め、ロ
ータリーの流れをある程度理解し、それから8年後
に会長という立場となりました。微力ではあります
が皆様のお力をお借りして頑張る次第ですので、井
上久幹事と共にダブル井上で一年間よろしくお願い
いたします。
　
　今年度のRI会長のゲイリー・ホァン氏の掲げる
テーマは『Light�Up�ROTARY　ロータリーに輝き
を』です。その言葉の中には、世界では常に多くの
人が助けを求めまた問題が山積されている。自分に
は出来ないと言って、座って何もしない人が大勢い
て、それでは何もかもが暗闇のままです。その暗闇
にろうそくを灯すのがロータリーなのです。
　一人ではできないことを、私が一本、私が一本と
120万人の会員の方達がろうそくを灯すことができ
れば世界を輝かすことができる、という意味です。
ホァン会長は台湾出身で、孔子の言葉に『ただ座っ
て暗闇を嘆くよりも、ろうそくを灯した方がいい』
というのがあり、その言葉からテーマを決めたとの
ことです。

本日のプログラム

会員 出席 欠席 メーク

第1726回� 40� 35� 5� � 87.50％
第1725回� 39� 39� � � 100％

出席率

今回

ニコニコ
財団
ベネファクター
米山

� 34件� 42,000円� 34件� 42,000円
� 1件� 13,000円� 1件� 13,000円
� 0件� 0円� 0件� 0円
� 1件� 3,000円� 1件� 3,000円

累計



　当クラブでの3項目の目標として、
1.��会員増強　RIでも120万人プラス10万人の目標を
掲げています。地区でも３年間で10％目標の最終
年度であり、本日入会もあり何とか達成できてお
ります。増強委員長を中心として効率的、計画的
に活動し、またいかに退会防止をするか地区でも
策を練っておりますので、当クラブも力を入れて
いきたいと思います。
2.��奉仕　ロータリー重点分野に関する地元あるいは
海外での奉仕プロジェクトとして、昨年度から始
まったラオスの子ども達への歯磨き励行プロジェ
クトを成功、実行させていきたいと考えておりま
す。
3.��ロータリーファミリー　地元あるいは地区で「ロ
ータリーデー」行事を主催あるいは参加し、ロー
タリアンではない人をロータリーに紹介する。当
クラブではバーベキュー大会、お花見会などに推
薦者を招きロータリーを味わっていただき会員に
なってもらえるように積極的に活動を行っていき
たいと考えております。
　
　地区のテーマとして『一人一人が輝き　共に奉仕
活動をしよう　世界を明るくして　ロータリーを楽
しもう』と8項目ある地区方針の5項目目のロータリ
ー財団活動への寄付として
年次基金寄付　一人当たり　120$以上

恒久基金寄付　ベネファクター各クラブ　2名以上
ポリオ寄付　　一人5,000円
6項目目の米山記念奨学事業
普通寄付　一人当たり　�5,000円
特別寄付　一人当たり　20,000円
　　　　　　合計　　　25,000円

　また米山記念奨学生のマリア・マグダレナさんの
世話クラブとなっておりますし、初めてのラオス海
外プロジェクト実行もあり、あえて『挑戦』という
言葉を百合丘クラブのテーマに掲げたいと思いま
す。そして一年間を通して充実したクラブ運営がで
きますように、会員の皆様の力を借りて頑張りたい
と思いますので、ご支援よろしくお願いいたします。

■�井上勇会長よりマリア・マグダレアさんに奨学金
が授与されました。

■�例会終了の点鍾の後北島副会長の発声で乾杯とな
りました。


