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＜点鐘＞

中村会長

本年度第1例会の為、北島前会長より中村会長へ

＜2017〜18年度

新役員・理事紹介＞ 中村会長
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中村会長

米山記念奨学会より、大矢会員が米山功労者第6
回マルチプルに表彰され、中村会長より感謝状が大
矢会員へ渡されました。
＜ソング＞

君が代

＜お客様ご紹介＞
川崎RC

＜祝い事＞

奉仕の理想
中村会長

白井勇様

米山奨学生

会員誕生

平岡会員、関山会員、碓井名誉会員

配偶者誕生

安藤志子会員のご主人様

会員入会


安藤美恵子幹事、結城会員、白井会員、
親松会員、清水会員、金子会員、


傅嘉巍君

坂井会員、尾崎会員

中村会長より傅嘉巍君に奨学金が授与されました。

第1868回
第1869回
第1870回

7 月18日
7 月25日
8月1日

鴨志田親睦委員長

委員会報告②

青少年、社会、国際奉仕各委員長

クラブ協議会①
委員会報告③

納涼会

会員増強、親睦各委員長

※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。

＜乾杯＞
井上久会長エレクト
中村、安藤年度がスタートしたことお喜び申し上
げます。
中村新会長はとても繊細な心の持ち主です。
お二人でしっかりと会を運営されていくでしょう。
この会が豊かに発展していくことを祈念し乾杯。
＜会長報告＞ 
中村会長
先に、理事会報告です。
・本年度の活動計画書とロースターが承認されました。
・地区支払いの件 人頭分担金、ロータリーアン誌
購入、地区資金上半期、地区事業費、地区大会の
費用の拠出が承認されました。
・ホテルモリノさんへのお中元の件
・クールビズの件 政府、環境省が5月〜9月まで推
奨しているのでロータリークラブもこれに則ります。
・7/30
（ 日） IAサマーミーティングの件 安藤美
恵子幹事、
親松会員、赤本会員の3名が参加します。
IA 1名分の参加費拠出が承認されました。
・防犯協会会費の拠出が承認されました。
・社会福祉協議会会費の拠出が承認されました。
・会長･幹事会の会費の拠出が承認されました。
・情報冊子購入費用の拠出が承認されました。
・新入会員の件 候補者のさらしが回ります。
以下、会長報告です。
1.	2016-17年度 高良明ガバナーより御礼状が届い
ております。
2.	2017-18年度 上期地区資金振込依頼が来ており
ます。
3. ロータリー青少年交換学生富士登山研修のお知らせ
7/8
（土）
〜9
（日）11：30集合
横浜駅西口 天理ビル前
4.	韓 日親善委員会より 第14回韓日親善会議の案
内・申込書･ロータリーの友掲載記事着
グリーンツアーより日韓親善会議参加の旅 案内
パンフレット･参加申込書着
5.	第2590地区 地区職業奉仕委員会より『老舗企業
調査 ロータリー経営大講演会 ロータリー財団
100周年記念事業』の冊子が届いております。
6.	ロータリー情報研究会より 「ロータリー情報ハ
ンドブック」
とロータリー情報冊子の案内・申込注
文書着
7.	2016-17年度第33回青少年指導者養成プログラム
RYLA記録誌着
8.	第5回川崎・しんゆり芸術祭2017実行委員会資料
送付について
＜幹事報告＞ 
＊例会変更
川崎西北RC
＊活動計画書着 川崎西北RC
川崎中央RC

安藤美恵子幹事
川崎高津RC
川崎北RC

＊会報着
川崎北RC 新川崎RC
＊その他
・7月ロータリーレート1＄=111円
メークお間違えないように。
＜ニコニコ委員会＞ 
金子委員長
川崎RC 白井勇様→「中村会長、安藤美恵子幹事、
一年間がんばってください。またお世話になります。
宜しくお願いします」。元事務局 太田征子様→「元
事務局太田です。先日主人の葬儀には多大なる御香
典をいただき有難うございました。気持ちだけです
がニコニコにお願い致します」。当クラブより、中
村会長→「いよいよ始まりました！一年間一生懸命
頑張りますので、ご協力よろしくお願い致します」。
安藤美恵子幹事→「1年間宜しくお願い致します。頑
張ります」。北島会員→「ご苦労様会、お世話になり
ました。中村・安藤年度がんばって下さい」
。親松
会員→「お疲れ様会はありがとうございました。中
村会長、安藤幹事1年間がんばって下さい」。鈴木文
夫会員→
「40周年記念実行委員会本格的にスタート
します。ご協力宜しくお願いします」。以下、感謝
をこめてニコニコへ 赤本会員、阿久澤会員、安藤
亨会員、安藤志子会員、福家会員、畠山会員、井上
久会員、井上勇会員、磯会員、鴨志田会員、金子会員、
勝田会員、小林会員、小島会員、中島健児会員、中
島眞一会員、野島会員、大矢会員、尾崎会員、嶋会
員、清水会員、白井会員、菅会員、鈴木清会員、玉
井会員、山本会員、渡邊会員、結城会員。
＜出席委員会＞

白井委員長
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＜ニコニコ・財団・米山委員会＞
累計

今回
ニコニコ

35件

40,000円

7件

40,000円

財団

3件

39,000円

3件

39,000円

ベネファクター

0件

0円

0件

0円

米山

1件

10,000円

1件

10,000円

＜ロータリー財団委員会＞
山本委員
安藤美恵子幹事→「入会4年目に入りました。幹事
として1年間がんばります」。親松会員→「入会5年目
になりました。今後共宜しくお願い致します」。結
城会員→「入会36年目になりました」。
ロータリー財団、今年もよろしくお願いします。

＜米山奨学委員会＞
井上勇委員長
安藤志子会員→「夫も無事に81才になりました。
ありがとうございました」。
本日のプログラム
＜会長方針＞ 
中村会長
本年度は、私たち川崎百合
丘ロータリークラブの創立40
周年という大きな節目の年と
なります。このような大切な
節目の年度に会長に就任し、
身の引き締まる思いです。正
直申し上げてまだまだ不安な気持ちでいっぱいです
が、一生懸命頑張ってやらせていただきたいと思い
ますので、みなさまのご支援とご協力をよろしくお
願いいたします。
本年度のRI会長 イアンH.S.ライズリー氏の今年
度のテーマは「ロータリー：変化をもたらす」です。
『ロータリーとは「どのような団体か」ではなく「何
をしているか」で定義される。そして、私たちがロ
ータリーに留まり続けるのは、ロータリーで充実感
を得ることができるからで、この充実感は毎週、毎
年、
「変化をもたらす」ロータリーの一員であるこ
とから湧き出てくるものなのだ』と申されました。
つまり、ロータリーに入会すると‥‥
1. 新しい友達ができ、素晴らしいことを成し遂げら
れる機会がある（友情）
2. さまざまな経験を得ることができる
（個人的な成長）
3. ビジネスの発展がある（このことを長年避けてき
ましたが、そうすべきではありません）
4. 世界に変化をもたらすチャンスがある
例えば
ポリオを撲滅したくても一人の力では限界がある
が、志を同じくする120万人が集まれば成功のチ
ャンスは大きくなると申しております。
●第2590地区テーマ
湯川孝則ガバナーが掲げられたテーマは、「とも
に語ろうロータリー 友達になろう」です。この「と
もに」は、
「一緒に」という意味の「共」と、「友達
に」という意味の「友」の２つの意味が込められて
います。ロータリーの活動の原点である交流と親睦
を大切にし、ともに学び、ともに実践し、ともに語
ろうと述べられました。
「一緒に」という意味の「共に」については、共に
語ろう：ロータリーの活動の原点は交流と親睦です。
ロータリーから何を学び、実践するか、共に語ろう！
「友達に」という意味の「友に」については、友
に語ろう：ロータリーの考え方や活動を知人、友人
に語ろう！そして、ロータリーの公共的イメージを
高めよう！と述べられていました。

●第2590地区の地区方針
1. クラブ戦略計画の推進
私たちは責任あるリーダーとして、世界の切実な
問題を解決していくという主旨ですが、具体的に
は、戦略計画委員会を設立し、クラブ戦略計画策
定を推進しましょうとのことです。当クラブでは
長期戦略委員会として、今年度は野島委員長を始
め、白井・小塚両副委員にお願いしておりますの
で、クラブの戦略計画の策定を是非推進していた
だきたいと思います。
2. クラブ自主性の尊重
2 016年4月の規定審議会の決定により、クラブ運営
に大幅な柔軟性が認められました。例会の頻度、
形式、出席に関することなどをクラブの自主性に任
せられたので、各クラブが自主的に「変化をもたら
す」アクションを起こしましょう！ということです。
3. 会員増強とクラブ拡大の推進
①会員増強 地区全体で会員数純増100人を目標
とします。地区からはノルマを課さないので、ク
ラブが自主的に会員増強目標を設定してください
とのことでした。
②クラブ拡大 衛星クラブの設立など、新しい形
態のクラブ拡大にチャレンジをしましょうとのこ
とです。
4. ロータリー財団活動への理解
「私たちは自分のためだけに生きるべきではあり

ません。誰かのために“よいこと”をする喜びのた
めに生きるべきです」という、ロータリー財団創
設者アーチ・クランフ氏の志に則り、今年度は地
区として以下の目標を掲げました。
目
 標 年次基金寄付 一人当たり 120USドル以上
恒久基金寄付 ベネファクター各クラブ1名以上
（50名以上のクラブは2名）
ポリオへの寄付 一人当たり 50USドル以上
5. ロータリー米山記念奨学事業への理解とご寄付
目標 普通寄付 一人当たり 5,000円以上
特別寄付 一人当たり 20,000円以上
合計 一人当たり 25,000円以上
6. ロータリーの未来を担う人材育成
“ロータリーの大きな役割の一つは明日のリーダ
ーを育てること”です。青少年奉仕のさまざまな
プログラムを通じて、未来を担う人材を育成しま
しょうとのことです。
7. RI会長賞への積極的な挑戦
受賞資格は以下のロータリー戦略計画の３つの優
先項目があります。
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. ロータリーの公共イメージと認知度の向上
という3つの優先項目を踏まえて、挑戦しましょ

うとのことです。
最後に当クラブですが、RI会長や湯川ガバナーの
テーマに則って、改めてロータリーの活動の原点で
ある会員同士の「親睦」を深め、そしてともに社会
に奉仕しともに多くのことを学んでいきたいと思い
ます。そのために、
まずは魅力あるプログラムを作り、
楽しく和やかな例会場の雰囲気を作り、多くの会員
が例会に参加することが大切であると考えます。
当クラブは今年度会員数44名でスタートしました。
会員増強について「クラブの自主性の尊重」という
観点から、
地区からはノルマが課されていませんが、
クラブ規模から純増2名を目標にしたいと思います。
最初に申しました通り、本年度は我が川崎百合丘
ロータリークラブが40周年を迎えます。来年の5月
に記念例会や記念式典等を予定しておりますが、当
クラブにふさわしい心に残る素晴らしいものにした
いと思っております。40年というと、例会数で言え
ば1,900回以上になります。特に創立当初は、今で
は考えられないような困難やご苦労が数えきれない
ほどあったかと思います。そして、さまざまな地域
貢献や奉仕活動を続けてこられたかと思います。
本年度は、このように先輩たちが築き上げてこられ
た輝かしい歴史に敬意を表しつつ40年の歴史に思い
を馳せながら、これからも会員一人一人がより一層
誇りを持てるクラブを築き上げていきたいと思いま
す。そのために、クラブの黎明期から在籍されてい
る先輩の方々とも、より親睦を深め、クラブの歩ん
できた歴史を、会員卓話などを通してたくさん聞か
せていただきたいと思います。先達の歩みや想いを
知り、クラブや活動に誇りを持つことは、退会防止
や会員増強にもつながり、クラブの発展に寄与する

ことになるでしょう。ロータリアンであることに誇
りを持つことはもちろん、それ以上に「川崎百合丘
ロータリークラブ」の会員であることに誇りを持て
るようなクラブにしていきたいと思っております。
今年度は、クラブ奉仕委員長に中島健児会員、職
業奉仕委員長に古澤利夫会員、青少年奉仕委員長に
小塚良雄会員、社会奉仕委員長に安藤亨会員、国際
奉仕委員長に中島眞一会員、会長エレクトに井上久
会員、会計に野島敏昭会員、会場監督に坂井規久子
会員、副幹事に嶋元会員、理事に北島克己前会長、
そして、頼れる幹事に安藤美恵子会員という、会長
のご経験者も含めた、そうそうたるメンバーで理事・
役員を編成しております。この顔ぶれなら、未熟な
会長をしっかりと支えていただけるのではないかと
心強く思っております。
40周年という大きな節目の年にふさわしい一年に
なるように、会長として微力ながら一生懸命頑張っ
ていく所存ですので、1年間、皆様からのご指導、ご
鞭撻、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
＜点鐘＞



中村会長

お詫びと訂正
川崎百合丘ロータリークラブ「2017～2018年度 クラブ
活動計画書」にて、P.14「会計予算」内の表記に誤りが
ありました。ここに訂正し、お詫び申し上げます。
P.14
誤

会計予算

■支出の部■

2015 ～ 2016 年度予算額

2016 ～ 2017 年度予算額

↓
正

2016 ～ 2017 年度予算額

2017 ～ 2018 年度予算額

