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第1915回例会記録　平成30年7月3日(火)　1/48回

＜点鐘＞� 井上久会長
　本年度第1例会の為、中村前会長より井上久会長
へガベルの引き継ぎがあり、また井上久会長より1
年間の慰労を表し、中村前会長と安藤美恵子前幹事
に記念品が贈呈されました。

＜ソング＞　君が代　奉仕の理想

＜お客様ご紹介＞� 井上久会長
川崎西RC会長　越水詞郎様→「前回伺った時に井上
久会長は幹事をされており私も幹事でした。今回また
同じタイミングでお互い会長となったことに不思議な
縁を感じております。どうぞよろしくお願いします」。
川崎西RC幹事　渡邉直人様
相模原東RC　　小崎髙義様
米山奨学生　　 張楽君
井上久会長より張楽君に奨学金が授与されました。

＜入会式＞� 井上久会長
　結城会員より玉井新入会員のご紹介があり、ロー
タリーバッジが渡されました。
玉井会員→「父がこちらでお世話になりありがとう
ございました。父の跡を引き継いで頑張っていきた
いと思います。よろしくお願いいたします」。

＜表彰＞� 井上久会長
　米山記念奨学会より、米山功労者に鈴木清会員、
米山功労者第7回マルチプルに鈴木文夫会員、米山
功労者マルチプルに安藤亨会員が表彰され、井上久
会長より感謝状が授与されました。

＜前年度出席表彰＞� 白井前出席委員長
◎出席100%　安藤美恵子会員
◎メークアップ100%
　中村会員、結城光雄会員、親松会員

※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1917回  7 月17日 委員会報告　社会・国際・青少年各奉仕委員長

第1918回  7 月24日 クラブフォーラム　会員増強委員長

第1919回  7 月31日 委員会報告　戦略、広報・公共イメージ向上各委員長 

川崎百合丘ロータリークラブ ホームページ　
http://www.kawasaki-yurigaoka-rc.jp/

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

国際ロータリー第2590地区 川崎百合丘ロータリークラブ



＜祝い事＞� 北島親睦委員長
会員誕生　平岡会員
会員入会　結城光雄会員、白井会員、親松会員、
　　　　　安藤美恵子会員、清水会員、金子会員、
　　　　　坂井会員、尾崎会員

＜2018〜19年度　新役員・理事紹介＞� 井上久会長
会長� 井上　　久
会長エレクト� 中島　健児
副会長・クラブ奉仕委員長� 大西千枝子
幹事� 嶋　　　元
会計� 鈴木　　清
会場監督（SAA）� 安藤　　亨
副幹事� 金子　拓哉
理事　職業奉仕委員長� 平岡　　勉
理事　青少年奉仕委員長� 井上　　勇
理事　社会奉仕委員長� 鴨志田敏彦
理事　国際奉仕委員長� 渡邊　辰夫
理事� 中村　和広

＜会長報告＞� 井上久会長
　先に、理事会報告です。
・�玉井会員のご子息が入会されることが正式に承認
されました。
・�地区の支払いを例年通り拠出することが承認され
ました。
・ホテルモリノさんへのお中元の件
・クールビズは9月までとなりました。
・�IAサマーミーティングの費用について承認されました。
・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。
・�メディあさおへの暑中お見舞い、名刺広告の件に
ついて承認されました。
・青少年交換の件
　以下、会長報告です。
1.��2018-19年度開催予定の各クラブ委員長会議・セミ
ナーについて
●統合開催による日程変更のお知らせ

2.��2018-19年度クラブ基盤管理委員長会議PART1開
催の案内
　�出席対象者:会長・幹事・戦略委員長・研修委員長・
クラブ奉仕委員長・広報・公共イメージ向上委員
長・Rの友委員長
　�7/19（木）15：00〜18：00�横浜ベイシェラトンホテ
ル&タワーズ
3.���第68回“社会を明るくする運動”麻生区推進委員会
における街頭啓発キャンペーンの実施について
　7/7（土）10：30麻生保健所2F集合
　実施場所：小田急新百合ヶ丘駅�南口デッキ
4.��第5回川崎・しんゆり芸術祭2018実行委員会資料
送付について

＜幹事報告＞� 嶋幹事
＊7月ロータリーレート�1$＝110円
＊近隣クラブ例会変更・案内
　川崎鷺沼RC、川崎大師RC、横浜東RAC、神奈川RC
＊活動計画書着
　川崎西北RC、川崎麻生RC、川崎中央RC
＊会報着
　新川崎RC

＜乾杯＞� 中島健児会長エレクト
　井上久会長、嶋幹事年度の前途を祝して声高らか
に乾杯したいと思います。乾杯。

＜ニコニコ委員会＞� 小島委員長
　川崎西RC越水会長・渡邉幹事→「本日は新年度の
ご挨拶に参りました。1年間よろしくお願い致しま
す」。相模原東RC小崎高義様から頂きました。当ク
ラブより、井上久会長→「いよいよ新年度がスター
ト致しました。嶋幹事と一生懸命務めさせて頂きま
す。どうぞよろしくお願い致します」。嶋幹事→「1
年間頑張ってまいります。よろしくお願い致します。
川崎西RC越水会長、渡邉幹事、相模原東RC小崎様
ようこそ」。結城会員→「玉井智春様入会おめでとう
ございます」。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、福家会員、平岡会員、

【変更前】
　7/10　クラブ�戦略委員長会議
　7/20　クラブ�広報・公共イメージ向上委員長会議
　8/ 7　クラブ�研修委員長会議
　8/23　クラブ�クラブ奉仕委員長会議
　8/28　クラブ　雑誌委員長会議

➡
【変更後】
　7/19（木）　クラブ基盤管理委員会　PartⅠ
　8/23（木）　クラブ基盤管理委員会　PartⅡ
※�出席対象者：会長・左記各担当委員長から両日
共1RCにつき2名

18-19 地区スケジュール変更

【変更前】
　10/ 9　クラブ�国際奉仕委員長会議
　10/29　クラブ�職業奉仕委員長会議
　未定 　クラブ�社会奉仕委員長会議

➡
【変更後】
　10/9（火）　クラブ奉仕活動部門委員長会
　　　　　　※�出席対象者:左記各担当委員長か

ら1RCにつき1~2名



井上勇会員、鴨志田会員、金子会員、勝田会員、北
島会員、小林会員、小塚会員、中島健児会員、中島
眞一会員、中村会員、野島会員、大矢会員、親松会
員、尾崎会員、白井会員、鈴木文夫会員、山崎会員、
渡邊会員、小島会員。

＜出席委員会＞� 福家委員長

＜ニコニコ・財団・米山委員会＞

　

＜ロータリー財団委員会＞� 勝田委員長
　安藤美恵子会員→「会長、幹事ごくろう様会やっ
て頂いて、ありがとうございました。とても楽しか
ったです」。金子会員→「入会4年目を迎えました。
今年もよろしくお願いします」。結城会員→「入会37
年になりました」。

＜米山奨学委員会＞� 尾崎委員
　山崎会員→「主人の誕生日のプレゼントありがと
うございます。あまり嬉しくありませんが素敵なラ
ンの花、優雅な日々を過ごしています」。　　

本日のプログラム
＜役員就任式・会長方針＞� 井上久会長��
　本年度会長を仰せつ
かりました井上です。
嶋幹事と協力してこの
一年間頑張ってやらせ
て頂きたいと思いま
す。皆様のご協力をお
願いします。
　改めまして前中村会長と前安藤美恵子幹事に心か
ら感謝申し上げたいと思います。40周年という記念
すべき年度に、それを承知で大役をお引き受け頂き、
みごとに重責を果たされましたことに、改めて感謝
を申し上げたいと思います。
　国際ロータリー会長「バリー・ラシン」氏（バハマ・
イーストナッソークラブ）の今年度のテーマは「イ
ンスピレーションになろう」です。彼曰く、ポール・
ハリスが述べたように「ロータリーは、世界平和の

縮図であり、国々が従うべきモデル」です。私にと
って、ロータリーは、単なる「モデル」ではなく、
インスピレーションです。ロータリーは、可能性を
指し示し、そこに到達する意欲を引き出し、行動を
通じて世界の「インスピレーションになる」ための
道を拓いてくれるのです。「何か大きなことに挑戦
しようというインスピレーションを、クラブやほか
のロータリアンに与えてください。自分よりも長く、
後世にも生き続けるものを生み出すために、行動を
起こす意欲を引き出していただきたいのです」。と
述べています。
　第2590地区金子大ガバナーは「それぞれが輝くロ
ータリー・自らの行動でクラブの可能性を拡げよう」
として7項目に亘る地区方針を掲げられました。
1.��魅力あるロータリークラブ創りに向けて変革に取
り組みましょう。
　戦略計画の策定、細則変更などの支援等
2.��研修の拡充と各会合や事業へ積極的に参加しまし
ょう。親睦を深めよう。
3.�会員増強とクラブ拡大に努めましょう。
　当クラブでは純増1名が目標
4.�公共イメージと認知度の向上を図りましょう。
5.�財団に対する寄付
6.�米山奨学に対する寄付
7.�ロータリー賞へ挑戦しよう
　長期計画の策定、会員増強、広報活動の拡充、財
団・米山への寄付等どれも大切な内容になっていま
す。親睦は勿論ですが、細則の変更や、公共イメー
ジと認知度の向上等につきましては、期せずして、
後ほどお話しする、私が今年度お願いした当会の二
つの特別委員会と内容が一致しており、自分でも良
いところに目をつけたなと少々自尊心がくすぐられ
ているところでございます。
　今年度の当会基本方針は「継続は力なり」です。
私はこの3月まで、幼稚園で園長をしてきました。
ある時、女の子の園児の母親から「うちの娘は道を
歩いていて、そこに落ちているごみを拾います」。
と私に言いました。私はその子に「あなたはとって
もいい子」「道はみんなできれいにしよう」、そう話
した覚えがあります。それもささやかな「奉仕活動」
ですがそんな「活動」がより集まって、良い社会が
作られていくと思っています。今、国際ロータリー
や地区からは前述のように、様々な、しかも活発な
活動が求められていると感じています。しかし私た
ちの活動もさっきの女の子のような小さな行為の積
み重ねで良いのではないかと私は思っています。そ
してその為にはまず会員でいること。それだけでも
立派な奉仕活動だと思います。私の活動方針として
は、その様な活動（地域の清掃、あしなが募金、内

会員 出席 欠席 メーク

第1915回	 41	 33	 8	 	 80.49%
第1914回	 44	 32	 12	 3	 79.55%

出席率

今回

ニコニコ
財団
ベネファクター
米山

	 28件	 32,000円	 28件	 32,000円
	 3件	 41,000円	 3件	 41,000円
	 0件	 0円	 0件	 0円
	 1件	 10,000円	 1件	 10,000円

累計



外の学生支援、ポリオ撲滅等）をしっかりと継続し
ようと思っています。関係の皆様、どうぞよろしく
お願い致します。
　それに加えて先ほど申し上げたように次の二つの
特別委員会を設置しました。

（１）定款細則等検討委員会
当会では長年の懸案事項の一つでもありました。委
員には特にこのロータリーを熟知したベテランの皆
様にご就任を頂き、標準ロータリークラブ定款に準
拠しながらも当会の独自性を重んじ時代に即した内
容となるようにご検討を頂きたいと思います。委員
長には小塚会員にお願いしました。予てより問題意
識をお持ちであり、既にご検討を始めて頂いている
ところです。

（２）ホームページ検討委員会
これは地区方針にもあります「会員増強・クラブ拡
大」「公共イメージと認知度の向上」にもつながるも
のです。メンバーには比較的若手の皆さんにお願い
し近年のIT社会における理想的なホームページ等
のあり方についてご検討を頂きます。こちらの委員
長は大変申し訳ないとは思いましたが、中村前会長
にお願いいたしました。やはりITや広報となりま
すと彼以外には考えられませんでした。
　会員が団結して事業を行っていくためには、何よ
りも親睦が第一と考えます。今年度は以前よりご要
望の多かった「夜会」をたくさん計画しています。
昼間なかなか参加しづらい皆さんにもご参加頂ける
のではないかと思います。また、例会等のやり方に
つきましても、新しい視点で検討を頂きました。週
に1回ですが皆様に楽しんで頂けますよう、SAA委

員長さんに色々と工夫をして頂いております。
　本年度の問題点としましては青少年交換学生のホ
ストファミリーが決まっておりません。本年度当会
は第3グループ内の順番でそのホストクラブになっ
ていて、前期の半年間お世話をしなければなりませ
ん。3か月交代で2つのホストファミリーが必要です
が、現在1件も決まっていません。近年家庭の状況
も少しずつ変化しており、これからも皆様の為にも、
良い解決策が求められています。ご協力頂ける方、
良いプランをお持ちの方は是非力をお貸し下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
　私は会長就任にあたり、それが一つの原因となっ
て、幼稚園の園長を息子と交代しました。それでも
責任上、仕事から完全に離れることはできません。
地区の行事等で参加が厳しくなることがあります。
努力はしたいと思っていますが、関係の皆様にはご
理解のほど、よろしくお願いいたします。
　改めて、幹事の嶋さんと力を合わせて、事務局の
新盛さんの指示を受けながら頑張ってやっていこう
と思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。
以上で今年度の方針についてのお話を終了させて頂
きます。�
�
＜点鐘＞� 井上久会長


