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 29 年11 月14 日（火） ■ 会長：中村 和広

第 1885 回例会

■ 幹事：安藤美恵子

■ 会報：古澤 利夫

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

川崎百合丘ロータリークラブ ホームページ

第1885回例会記録

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

平成29年11月14日(火) 20/49回

＜点鐘＞

中村会長

8.大矢先生より来年のカレンダーを頂きました。

＜ソング＞ 友達になろう

＜幹事報告＞

＜お客様紹介＞

＊会報着

国際ロータリー第2590地区ガバナー 湯川孝則様
第3グループガバナー補佐 奥原章男様

安藤美恵子幹事

川崎中RC、川崎とどろきRC
＊新横浜RCより南アフリカ学習者支援についてお願い。
パンフレットが届いております。

地区副幹事 瀬戸恒彦様

＜ニコニコ委員会＞

米山奨学生 傅嘉巍君
＜会長報告＞

安藤志子委員

中村会長

国際ロータリー第2590地区ガバナー 湯川孝則様→

1.「夢を語ろう‼」クラブ戦略計画委員長会議開催の案内

「今日は。地区大会に於いてはいろいろとありがとう

12/5
（火） 15:00～17:30 メモワールプラザソシア21

ございました。これを1つの節目として各クラブと地

2. ロ
 ータリー米山奨学生・学友年末パーティー開催の案内

区とが調和のとれた活性化に向かって努力する所存

12/3
（日）18:00～20:30 ホテルキャメロットジャパン5Ｆ
3. 2 017－18年度受入学生近況報告・2018-19派遣学生

です。よろしくご指導、ご助言をお願いいたします」
。
第3グループガバナー補佐 奥原章男様→「今日は晴れ

オリエンテーション①クリスマス会開催の件

のガバナー公式訪問です。どうぞよろしくお願いいた

12/2
（土） オリエンテーション  14:00～16:00

します」
。地区幹事 瀬戸恒彦様→「本日、お世話にな

    クリスマス会  16:30～18:00

ります。よろしくお願いいたします」
。当クラブより、

宗教法人泉谷寺小机幼稚園

中村会長→「湯川ガバナー、本日はようこそおいでく

4. 2018年国際ロータリー年次大会
（トロント大会）
参加
旅行募集案内送付の件

ださいました」
。安藤美恵子幹事→「湯川ガバナー、
奥原ガバナー補佐、地区幹事の瀬戸様、本日はよう

5.第35回あさお区民まつり第3回実行委員会及び反省

こそおいで下さいました。よろしくお願い致します」
。

会の開催について

坂井会員→「夫に素敵なお花を頂きありがとうござい

12/1
（金） 16:30～ 麻生区役所４Ｆ

ました」
。以下、
感謝をこめてニコニコへ。阿久澤会員、

6.kirara@アートしんゆり実行委員会より協賛のお礼・
公式パンフレットの件

安藤亨会員、福家会員、畠山会員、井上久会員、井
上勇会員、礒会員、鴨志田会員、金子会員、勝田会員、

7. 川崎市アートセンター10周年記念式典・祝賀会の

小島会員、小塚会員、中島眞一会員、大矢会員、親

開催について

松会員、尾崎会員、嶋会員、鈴木文夫会員、鈴木清

12/2
（土） 17:00～ 新百合トゥエンティワンホール

会員、玉井会員、山本会員、渡邊会員、安藤志子会員。

第1887回
第1888回
第1889回

11月28日

12月 5 日

12月12日

クラブフォーラム
総会・次年度役員、理事候補者の確定
半期を省みて

幹事

※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＞
会員
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玉井委員

バナー補佐の総評です。大矢先生の絵が描いてあり

出席率

ますウィークリーレポートを見せて頂きましたがいい

77.78%
0
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＜ニコニコ・財団・米山委員会＞

も読ませて頂きました。会長の指針として「40周年と
いう大きな節目の年であるので、その年にふさわしい
クラブ運営をしていきたい」とありました。幹事さん

累計

今回
ニコニコ

ことがたくさん書いてありました。クラブ活動計画書

29件

44,000円

533件

596,258円

財団

1件

12,000円

14件

176,000円

ベネファクター

1件

114,000円

1件

114,000円

米山

0件

0円

20件

280,000円

＜ロータリー財団委員会＞

は「幹事はクラブの肝心要である」と仰っています。
多足虫はたくさんの足がバラバラに動いているようで
きちんと一定の方向に体は動きます。会長、幹事さん
もとてもいいコンビだと思います。
以下スライドを見ながらのお話となりました。

山本委員

中村会長→「湯川ガバナー公式訪問を記念して！」
。
安藤志子会員→「入会記念として」
。
本日のプログラム

会長になるには会長の勉強会があるように、ガバ
ナーになるにはガバナーの勉強会があります。その総
仕上げがカリフォルニア州サンディエゴで開催された

第2590地区ガバナー補佐奥原章男様より

国際協議会です。日本からは34名のガバナー、当時

ガバナーのご紹介

のエレクトとその配偶者、世界中からは539名のエレ

ご紹介の前に第3グループからお知らせがありま

クトが一堂に会しました。1,300名ほどが入れる大会

す。来年3月14日によみうりゴルフクラブでゴルフ大

議場で1時間半、同時通訳のイヤホンを耳に当てなが

会を計画しております。ご参加お待ちしております。

ら勉強し、それが終わると20名ほどのグループに分か

湯川ガバナーは2001年に株式会社シンメイに入社

れてのディスカッションとなりました。午後からも全

され現在は代表取締役会長をつとめておられます。2

体会議、分科会と月曜から金曜までそれが続きまし

代目社長として業務拡大に尽力されました。趣味は

た。観光はゼロでRCの勉強をさせて頂き、配偶者も

クラブチャンピオンになったこともあるゴルフです。

別の部屋で勉強会が行われました。

＜ガバナー公式訪問卓話＞


RI会 長 イ ア ンH.Sラ イ ズ リ ー 氏 の2017-18年

第2590地区ガバナー 湯川孝則様

度 の テ ー マ は「 ロ ー タ リ ー :変 化 を も た ら す

こんにちは。本年度ガバナーを仰せつかっており

（ROTARY:MAKING A DIFFERENCE）
」と発表さ

ます横浜西RC所属湯川孝則です。よろしくお願いし

れました。会長は環境保護、温暖化抑止の観点から

ます。ガバナー補佐よりご紹介頂きありがとうござい

植樹を提言されており、地区で東北に5,000本の植樹

ます。まず最初に我々の研修の場であり、情報交換

を計画しております。皆さんご協力よろしくお願いし

の場であり、全ロータリアンの祭典の場である地区大

ます。

会が無事終わりましたことをご報告申し上げるととも
に大変多くの皆様にご来場、ご協力頂きましてありが

国際ロータリー第2590地区2017-18年度ガバナーテ

とうございました。また大矢先生には、県花である素

ーマは「ともに語ろうロータリー、
友達になろう」です。

敵な百合の花の絵を見せて頂きました。ガバナー補

私は「ともに」という言葉に二つの意味を持たせまし

佐から川崎百合丘RCに関する色々な資料を頂いてお

た。1つ目は「共に語ろう」
。togetherの意味です。ロ

ります。今年40周年を迎えるクラブであり、手元に10

ータリーの活動の原点は活動と親睦です。ロータリー

周年と20周年の記念誌がありますがそれを読むと歴

から何を学び実践するのか一緒に語ろうではありませ

史の重さを感じます。記念誌によると10周年の時の平

んかということです。誰が偉いなどではなく同じ土俵

均年齢は54.6歳、
20周年には62.9歳、
40周年には60歳と

で同じ目線で熱くロータリーを語ることによって信頼

少し若返っています。新陳代謝がほどよく進んでいる

と友情が生まれるものだと私は思っております。2つ

活発なクラブであり非常に将来楽しみなクラブであり

目は「友」友人ということです。我々の友達はロータ

ます。活発なクラブ運営が行われているというのがガ

リアン以外に学校の友達や趣味の友達など多くの友

人がいます。その方々とロータリーを語ることによっ
て公共的なイメージを高め我々の仲間になってくれる

6. ロ
 ータリーの未来を担う人材の育成
そのために４つのプログラムがあります。

方が1人でもおられれば嬉しいと思います。

・インターアクト

●2017-18地区方針について

・ロータリー青少年指導者養成

1. 戦略計画の推進
2. クラブ自主性の尊重
例会の曜日や時間を自由に決定できる。
奉
 仕プロジェクトまたは社交行事を「例会」とみな
す。など
3.会
 員増強とクラブ拡大
こ
 れについては皆さん苦労されていると思いますが
引き続きよろしくお願いいたします。
4. ロータリー財団活動への理解
ポリオは撲滅できる。みんなの協力があれば。

・ローターアクト
・ロータリー青少年交換
7. 会長賞への挑戦
各項目を達成するよう努力してください。
このように私たちのロータリーがより活性化され発
展することを願い、皆様の力をお借りしながらともに
語り合い頑張って参ります。
よろしくお願いいたします。
地区大会も成功いたしました。ありがとうございました。
＜点鐘＞ 

中村会長

5. ロータリー米山記念奨学事業への理解

そ
 の使命は、将来世界と日本を結ぶ「架け橋」と
なって国際社会で活躍し、ロータリーのよき理解者
となる人材を育成すること。

例会前に中村会長夫人より湯川ガバナーへ呈茶のおも
てなしがありました。

