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井上勇会長

・米山月間卓話者決定のお知らせ
10/14（火） バスネット・エソダ学友会長
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＜お客様ご紹介＞
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しくお願いいたします」。当クラブより

中村憲一様→「本日はガバナー公式訪問

田島敏之様→「本日は同行で参りました。よろ
井上勇会

長→「大野ガバナーようこそ百合丘RCへ。本日はよ
＜会長報告＞

井上勇会長

1.	ロータリー財団月間（11月）にあたり各クラブにお
ける卓話実施のお願い

ろしくお願いいたします」。井上久幹事→「大野ガバ
ナー、ようこそおいでくださいました。ご指導の程、
よろしくお願い申し上げます」。小塚会員→「9/23桐

2.	ポールハリス・ソサエティ
（PHS）
への入会のお願い

光学園輝緑祭（文化祭）が盛大に行われます。インタ

3. クラブ国際奉仕委員長会議開催の案内

ーアクト、交換留学生の活躍もありますので、ぜひ

10/6
（月）
15：00〜17：00 メモワールプラザソシア21

ともご来校ください」。大矢会員→「福沢様、ようこ

4. ロータリーの友英語版の件

そ」。以下、感謝をこめてニコニコへ。阿久澤会員、

5. 赤い羽根共同募金へのお願い

安藤美恵子会員、安藤亨会員、安藤志子会員、浅野
会員、石坂会員、鴨志田会員、北島会員、中島健児

＜幹事報告＞
＊例会変更

井上久幹事

川崎稲生RC

川崎マリーンRC

会員、中島眞一会員、中村会員、親松会員、尾崎会
員、佐藤会員、関山会員、白井会員、菅会員、鈴木

＊その他

文夫会員、鈴木清会員、寺川会員、鵜飼会員、碓井

・市内美化活動の件

会員、渡邊会員、結城会員、赤本会員。

9/30
（火）
16：00〜17：00

麻生警察署交差点集合

美化活動終了後、鳥はなにて反省会

第1737回
第1738回

第1739回

9 月30日

10月 7 日

10月14日

会員卓話

新入会員

委員会報告

米山・社会奉仕委員会

米山関係卓話

※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。

＜出席委員会＞
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今日は第2590地区のガバナーとしてお話させてい
ただきますが、百合丘RCの皆様には地区が大変お
世話になっていることを改めて御礼申し上げたいと
思います。今年は国際奉仕委員会にも委員を派遣し
ていただいております。会議の開催されたサンディ
エゴはカリフォルニアの南部に位置する町です。海

＜ロータリー財団＞



佐藤委員長

軍の軍港の都市なので、軍関係の基地があることで

井上勇会長→
「大野ガバナーご来会を記念して」。

も知られています。トムクルーズの「トップガン」

井上久幹事→
「大野ガバナーのご来会を記念しまし

の舞台になった場所でもあります。ここで国際ロー

て」
。

タリーは開催され、RI会長から年度のテーマを含
めてお話がありました。本日、こちらの会報を拝見

■ラオスプロジェクトについて

古澤会員

しまして、とてもびっくりしたことがあります。そ

ポスターが出来上がりました。今月の22・23に現

れは、本年度第１回目の会報で本年度の百合丘RC

地での治療がございます。ポスターを500枚、歯ブ

会長さんのご挨拶並びに掲げているRIのテーマが、

ラシを3,000本持って現地に行ってまいります。

私と同じように国際協議会に出席されているような
詳細なお話をされています。国際ロータリー会長の

＜ニコニコ・財団・米山委員会＞

ゲイリー C.K.ホァンさんは中国の福建省に生まれ、

ニコニコ

戦後の内乱によって台湾に移られ育ち、アメリカの

累計

今回
31件

46,000円

276件

332,931円

財団

2件

204,000円

9件

286,000円

ベネファクター

0件

0円

0件

0円

米山

0件

0円

10件

123,000円

ミシガン大学に留学しました。中国人なのになぜゲ
イリーかというと、留学した時ホストファミリーが
つけてくれた名前だそうです。ゲイリークーパーの
映画をよく見ている姿を、ホストファミリーが感じ
てつけてくれた名前がゲイリーだったそうです。３
人のお子さんがおり、今日ではお孫さんも含めて全

本日のプログラム

てロータリー財団の大きなファンドを寄与している

■第2590地区

第3グループガバナー補佐



中村憲一様よりガバナーのご紹介

アメリカNYで保険学の博士号をとられて、台湾

私と大野ガバナーの付き合いは日が浅いのです

に戻り保険業界で大変成功されました。30歳で伝統

が、本当に穏健なお方であると認識しております。

ある名門の台北RCに入会されています。大変若く

ロータリー活動においても、
40年近く皆出席という

ロータリアンになっています。30歳というとロータ

素晴らしいロータリアンです。また自分の会社にお

ーアクトを卒業するくらいの歳ですね。その5年後

きましては、従業員に色々と資格を取らせ、障害者

に会長になっていて、ロータリーについて一生懸命

の特殊車運転をできるようにしたり、横浜のある高

に頑張った方です。

方で、RIでは大変貢献されています。

校の海外留学生に対しての資金援助まで行っていま

孔子の思想で「ただ座って暗闇を呪うよりも、ロ

す。職業奉仕の大切さを身にしみて実行している方

ウソクを灯したほうが良い」というものがあります。

だと思います。

これこそが彼の哲学です。暗闇で漫然としているよ
りは、一人一人がロウソクを灯して周りの方を照ら

＜ガバナー公式訪問卓話＞

したほうが良いという意味です。各人が自分の行い

■第2590地区 第3グループガバナー 大野清一様

を正しくし、家庭を円満に築き、国を治めれば、世

ニーハオ！

界は平和になるという孔子の考え方は、ロータリー

本年度1月の国際協議会で、現在の国際ロータリー

の考え方と全く同じである、ロータリーの元祖だと

会長
（当時は会長エレクト）
のゲイリー C.K.ホァンさ

RI会長はお話されていました。ロータリーが創立

んは集まった534名のガバナーエレクトに向けた第

されて109年目を迎えますが、世の中は変化してい

一声がこちらでした。国際協議会は、アメリカのサ

ます。変化にロータリーは対応していく必要があり、

ンディエゴで1月12日から19日まで開催されました。

自覚と認識を持ったロータリアンによって作られた

クラブが地域社会において若いローターアクト・イ

百合丘RCさんでは、年々早々に入会者がありこ

ンターアクトともに活動をして、地域にロータリー

れからも入会予定があるということで伺っていま

とは何かを知ってほしい。また、地域社会に存在を

す。高い目標を掲げてお願いします。

広げるためにそういった活動をロータリーデーとし

2.	ロータリーの公共イメージの向上、ライトアップ

てこれからはやってほしいとのことでした。みんな

ロータリーへ、一人一人の奉仕活動の参加、一人

にロータリアンになってほしいとも言っていまし

から世界120万人の奉仕で、ロータリーに輝きを

た。来年にロータリーは110周年をむかえます。そ

与えましょう。そして、ロータリーの認知度を高

こで彼が特に強調していたのは、130万人のロータリ

めましょう。ロータリーは、他の団体と比較して

アンを達成するということでした。

地味であるということで、地域社会に存在を示し

最近、経済的先進国である北半球では会員の減少

て参りましょう。各クラブでは社会奉仕活動での

がとどまらない状況があります。その中での130万

集まりを通じてこういった活動の計画をお願いし

人というのはなかなか厳しいものがあると思いま

ます。

す。当地区を振り返ってみますと昨年の市川ガバナ

3.	ロータリーデーの開催により、ロータリーの活動

ーの頑張りで、前年比‒3名でした。底を打ったと考

を地域社会に知って貰う奉仕活動にローターアク

えています。年度末に解散したクラブがあり、それ

ター・インターアクターに参加して貰い、若い人

を加味すると実質プラスとなっていました。こうい

に将来入会するよう働きかける。RYLA（ライラ）

ったことを考えると会員増強は難しいですが、今年

参加者と共に育成していく。将来的に若い方たち

一年地区としてもなんとか会員増強に向けて皆さん

にロータリーに参画していただくことを含めて活

と一緒にやっていきたいと思っています。現在20名

動していきます。若い人たちが入会しやすいよう

以下のクラブが10クラブあります。クラブの運営資

な環境を皆様で勧めていただきたいと思います。

金・活動が厳しい状況であることを察知しています

4.	地区主催のクラブ研修リーダー会議を開催し、各

ので、改善をしていきたいと考えています。ご理解

クラブにおける新会員へのロータリー研修の推進

をお願いいたします。国際協議会では親睦会もあり、

を図る。本年度は若いロータリアンが入会して、

男性ははっぴを着て、女性は着物で阿波踊りを披露

ロータリーとは何たるかの勉強を研修会で行う予

しました。とても好評だったと聞いております。

定です。ご参加をよろしくお願いします。
5. ロータリー財団活動へのご理解とご寄付のお願い

◆2014-15年度RI会長テーマ「ロータリーに輝きを」

年次基金寄付

US120ドル以上/1人

・率先して寄付を

恒久基金寄付

ベネファクター

「自分もやるから皆さんも協力してください。奉

上

ポリオへの寄付

各クラブ2名以

5,000円/1人

仕活動の分野でも自分が率先してやるから皆さん

百合丘RCの会報をみてびっくりしました。会報

も一緒にやりましょう」とお願いしましょう。自

の中にニコニコ・米山・財団等の各寄付の累計が

分はやらずに人にだけやらせるのでは決して成功

掲載されています。このように皆様にお知らせす

はしません。

る事で啓蒙されているのだと思います。ぜひとも

・ポリオの撲滅
1985年RIが世界に向かってポリオ撲滅宣言をし、

ご協力をお願いいたします。
6.	ロータリー米山記念奨学事業へのご理解とご寄付

始まりました。アフガニスタン・パキスタン･ア

のお願い

ルジェリアと若干の紛争地域に残っています。

普通寄付

5,000円/1人

2018年までには撲滅を目指しています。それには

特別寄付

20,000円/1人

大きなファンドが必要となりますのでご協力をよ

昨 年の市川ガバナー年度、第2590地区は19年間、

ろしくお願いします。

全国の34地区の中で毎年一人平均が第1位です。
昨年も一人30,400円で1位でした。本年度も含め

◆2014-15年度国際ロータリー第2590地区 地区方針

てこれからもご協力をお願いします。他のクラブ

1.	会員増強・退会防止により一致。結束し国際ロー

に伺った時にも、通常のニコニコと同じように考

タリー第2590地区として減少から増強にチームワ

えていただければそれ程負担に感じないのではな

ークで反転攻勢をしましょう。

いでしょうか。

7. 会長賞へ参加、会員増強、出席率の向上

しかし、世の中、社会が変わってきますのでメーク

RI会長が今年度は「会員増強・出席率の向上」と

アップも前後1週間でしたが、今は2週間になってい

いうことをテーマに会長賞を出しています。入会

ます。どうかそういったことを利用していただいて

するに当たり2名の推薦という事で進めています

出席率を高めることが仲間のクラブにおきましても、

が、そのうちの1名を申告しますとRIからピンバ

親しい仲間を作ってください。出席がなければ新し

ッチがきます。人数が多くなるごとにブロンズ→

い仲間はできません。友達を作るためにも出席をお

シルバー→ゴールドと変わって参ります。多くの

願いしたいと思いますし、近隣でも全国でも例会場

方々にバッチをいただけるようにぜひともよろし

はございますので、メークアップをしてください。

くお願いします。
8. 東日本大震災への復興支援
地区としても本年度も復興支援として、義援金を
行います。10/7にベイシェラトンでチャリティー
のディナーを開催します。フランス料理のフルコ
ースに飲み放題ですので、楽しんでいただきた
いと思います。奮ってご参加ください。10/14に
はポリオ撲滅の為のチャリティゴルフがございま
す。ゴルフの腕前がご自慢の方々は奮ってご参加
をお願いします。多額の賞金も出ています。
以上、地区の本年度の方針についてお話させていた
だきました。先ほどお話させていただきましたが、
こちらの会報に大変詳しくお話が掲載されておりま
すので、改めて見ていただいて地区の方針にご理解
を頂きたいと思います。
出席率についての質問がございました。先ほどお
話したRI会長賞、会員増強、出席率は数字になっ
て現れてきます。間違いのないようにやってまいり
ます。40年前に入会したときは、出席率というのは
100％出なければいけないと先輩に言われました。

