国際ロータリー第 2590 地区
川崎百合丘ロータリークラブ

平成 28 年 11 月 29 日（火）
▪ 会長：北島 克己

第 1838 回例会

▪ 幹事：親松 裕明

▪ 会報：中村 和広

例 会 日 毎週火曜日 12：30〜13：30
例会会場 ホテルモリノ7F TEL 044-966-1300

第1838回例会記録

第1841回
第1842回

http://www.kawasaki-yurigaoka-rc.jp/

平成28年11月29日
（火） 21/48回

＜点鍾＞
北島会長
＜ソング＞ 四つのテスト
＜お客様ご紹介＞
北島会長
第2590地区インターアクト副委員長
横浜本牧RC副会長 久本 弥様
米山奨学生 傅嘉巍君
＜会長報告＞
北島会長
1. ロータリーリーダーシップ研究会(RLI)パートⅢ
開催の案内
12/18
（日） 9:30〜17:30 懇親会 17:30〜
聖光学院中学高等学校
中村会長エレクト選任をお願いいたします。
2. 2016〜17年度受入れ学生近況報告
2017〜18年度派遣学生オリエンテーション①、
クリスマス会・カウンセラーの件
12/3
（土）
  サンピアンかわさき
14:00〜16:00 オリエンテーション
16:15〜18:00 クリスマス会
古澤カウンセラーに依頼いたします。
3. ロータリーみなとみらいチャリティーマラソンの件
（ロータリアン申込書）
ふるってご参加ください。
4. 経営大講演会 第5回実行委員会開催の案内
12/16
（金） 13:00〜15:00 ガバナー事務所
鈴木文夫ガバナー補佐と会長で行ってまいります。
＜幹事報告＞
親松幹事
＊例会変更 川崎西北RC 川崎中原RC
＊その他
・12月ロータリーレート 1$＝106円
・次 週はガバナー公式訪問です。SAAと親睦委員
は12:00集合でお願いいたします。

第1840回

川崎百合丘ロータリークラブ ホームページ

12月13日
12月20日
1 月10日

＜ニコニコ委員会＞
玉井委員
横浜本牧RC 第2590地区インターアクト副委員
長 久本弥様→「川崎百合丘ロータリークラブの皆
様こんにちは。本日ご相談があってお伺いしました。
宜しくお願いいたします」。当クラブより、北島会
長→「本日は年次総会です。皆様ご協力お願い致し
ます」。親松幹事→「久本様ようこそ。本日、雑誌
委員長報告、宜しくお願いします」。大矢会員→「山
形に行って来ました。風が冷たかったです」。安藤
志子会員→「先日の炉辺、お誕生会は大勢出席いた
だきましてありがとうございました」。以下、感謝
をこめてニコニコへ。安藤美恵子会員、安藤亨会員、
畠山会員、井上久会員、井上勇会員、鴨志田会員、
金子会員、勝田会員、小林会員、小島会員、小塚会
員、中島健児会員、中島眞一会員、中村会員、野島
会員、白井会員、菅会員、鈴木文夫会員、結城会員、
玉井会員。
＜出席委員会＞

結城委員長

会員

出席

欠席

第1838回

42

30

12

第1837回
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メーク

出席率
71.43%

4
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＜ニコニコ・財団・米山委員会＞
累計

今回
ニコニコ

25件

25,000円

554件

603,080円

財団

0件

0円

15件

205,000円

ベネファクター

0件

0円

0件

0円

米山

0件

0円

21件

280,000円

半期を省みて
年末クリスマス家族会
新年移動例会

※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。

本日のプログラム
＜年次総会＞
指名委員会
鴨志田委員長
一ヶ月さらして異議申し立てがありませんでした
ので、候補者を次年度の役員・理事といたします。
これを以って指名委員会は解散となります。
2017〜18年度役員
役員 会長
役員 会長エレクト
役員 副会長･クラブ奉仕委員長
役員 幹事
役員 会計
役員 会場監督（SAA）
役員 副幹事
理事 職業奉仕委員長
理事 青少年奉仕委員長
理事 社会奉仕委員長
理事 国際奉仕委員長
理事

中村 和広
井上
久
中島 健児
安藤美恵子
野島 敏明
坂井規久子
嶋
元
古澤 利夫
小塚 良雄
安藤
亨
中島 眞一
北島 克己

中村会長エレクト→「次年度会長として任命ご承認
いただきありがとうございます。本当に私でいいの
かと不安もありますが、頼もしい先輩に付いて頂い
てるので、皆さんに支えて頂きながら頑張っていき
たい、また会長という職を通じて少しでも成長でき
ればと思っております。まだまだ至らぬ未熟な立場
ではありますが頑張っていく所存ですので、皆様の
ご協力ご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします」。
＜雑誌委員会＞
大矢委員長
先日の雑誌委員会の報告をいたします。皆さんの
ところにも『ロータリーの友』があるかと思います
が、サイズがA4になり若干大きくなりました。7月
号にはロータリー訪問ということで、箱根ロータリ
ークラブの方々が掲載されていました。歴史と地域
の思いがまざまざと蘇ってくる感じがしました。
『ロ
ータリーの友』はどこでもあるような本ではなく、
そして2020年には雑誌発行100周年になるそうです。
11月号にはラフカディオハーンのひ孫さんの投稿が
ありましたが、出雲だけでなく横浜にも住んでい
て、一つの歴史にも脚色や味付けがあったというの

を興味深く思えました。IPS細胞の具体的な写真な
どで見ると多少は分かったような気がします。雑誌
発行は毎年赤字で先人の方達が貯めてくれていた財
源もいずれ無くなり、その後
どうするかという問題も抱え
ております。他の本にはない、
及ばない英知の塊だと思いま
す。より多くの方に読んでも
らいその種で1人1人が成長し
ていくというのがこの本の特
徴だと思います。ぜひロータ
リーの友を活用してください。
■次週のガバナー公式訪問にあたり、鈴木文夫ガバ
ナー補佐より、第2590地区各クラブの協議会参加を
通しての意見が述べられました。
鈴木文夫ガバナー補佐
・川崎西クラブ会員数68名、人数の妥当性と充実、
活力アップ、ガバナー輩出クラブとしてクラブの
適正会員数が妥当である
・年次総会のあり方 指名委員会のやり方
・規定審議会の変化、クラブ細則の見直しについて
・次年度役員の開始時期と計画性について
・会長エレクトの期間に会長年度時の準備と活動計
画を早めに進める（地区補助金申請など時期が早
まっている為）
・青少年の送り出しや受け入れ、来年からルール変
更あり 次年度はホストクラブ
［参考事業］
・等々力RC記念事業について 地区補助金の継続
事業なし 新規事業毎年しっかり計画して実行
・高津南RC サッカー大会の事業運営など地域と
の連携、3ヶ月で計画と実行
・西北RC 専修大学ボランティアクラブと連携し
て献血、事業効果が大きい
・西RC 会員増強 配偶者含む事前勉強会、研修
会や3年未満会員の無記名アンケート
・新人入会者30分の卓話など
ロータリーリーダーシップ研究会について、何か
の結論を出す訳ではないが、多くの人の話や考え方
を聞いて入会年度の関係ない勉強する会議です。百
合丘クラブは地区委員会に会
員を送ってないので、もっと
他クラブの話を聞くべきかと
思います。6月年度末の退会
者を減らす策の検討や、入会
間もない会員の退会の理由を
考えても地区の懇親会等出席
して親睦を図るのが良いのか
と思います。

