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＜点鐘＞

古澤会長

員）として渡邊会員に委嘱状着
ガバナーより渡邊会員に委嘱状が授与されました。

＜ソング＞

それでこそロータリー

2. オ
 ンラインRLI
（ロータリーリーダーシップ研究会）
パート1開催の案内

＜お客様ご紹介＞

古澤会長

第2590地区ガバナー

横浜RC

小倉正様

第2590地区副幹事

横浜RC

鐘上智様

第2590地区

オンライン

3. 2022-23年度ロータリー財団奨学生募集開始のお
知らせ

第3グループガバナー補佐
川崎西RC

12/19（日）9：00〜17：00

4. 各クラブ公式ロゴ提供の案内

越水詞郎様

5. 国際ロータリー

ゾーン1A.2.3

2021-2年度

第50回ロータリー研修会記念講演会へのお誘い
＜会長報告＞

古澤会長

12/8（水）15：00〜16：45

メルパルクホール

（Zoom参加可） 講演：『ポストコロナ生命哲学』
福岡伸一氏

青山学院大学教授・生命学者

6. 川崎・しんゆり芸術祭2022

実行委員会委員委嘱

状・第1回実行委員会開催の報告着
＜幹事報告＞

山口幹事

＊当クラブ例会
10/19（火） 委員会報告（ロータリー財団委員長）
10/26（火） 米山奨学生カティー君卓話
11/2（火） 会員卓話
＊近隣クラブ例会変更

新川崎RC

＊第3回会長・幹事会
11/10（水）18：00〜
1. 国 際 ロ ー タ リ ー 第2590地 区

2022-23年 度

第3

グループガバナー補佐（兼オン･ツー ･メルボン委

第2046回
第2047回

第2048回

10月26日
11月 2 日

11月 9 日

＜ニコニコ委員会＞

ホテルモリノ新百合ヶ丘7F
佐々岡委員

小倉正地区ガバナー→「本年度ガバナーを拝命し

米山奨学生卓話
会員卓話
招聘卓話(予定)

※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。

ました。横浜RCの小倉正と申します。本日は公式

＜米山奨学委員会＞

安藤亨委員長

訪問にお伺いさせていただきました。貴クラブの皆

小島会員→「すてきなお花ありがとうございまし

さまのご支援とご協力をいただき、地区53クラブの

た」。中島眞一会員→「お誕生日のプレゼントをあり

益々の発展のために努力して参ります。宜しくお願

がとうございました」。鈴木文夫会員→「妻の誕生日

いします」
。鐘上智地区副幹事→「本日お世話になり

に花を届けていただきました。ありがとうございま

ます。宜しくお願いします」。越水詞郎第3グループ

した」。阿久澤会員、福家会員、中島健児会員、渡

ガバナー補佐→
「本日は小倉ガバナーの公式訪問に

邊会員からもいただきました。

同行させていただきました。どうぞよろしくお願い
いたします」
。当クラブより

古澤会長→「小倉ガバ

ナー、鐘上智地区副幹事、越水ガバナー補佐、本日
はよろしくお願い申し上げます」。山口幹事→「小倉

本日のプログラム
越水ガバナー補佐より、小倉ガバナーのご紹介が
ありました。

正ガバナー、鐘上智地区副幹事、越水詞郎ガバナー
補佐、ようこそいらっしゃいました。本日はよろし
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、安藤美恵子会員、
青柳会員、福家会員、平岡会員、井上久会員、井上
勇会員、伊藤会員、鴨志田会員、菊池会員小島会員、
小塚会員、中島眞一会員、中島健児会員、中村会員、
野島会員、岡村会員、大西会員、大矢会員、親松会
員、左藤会員、関田会員、嶋会員、白井会員、菅会

＜ガバナー公式訪問卓話＞地区ガバナー

員、鈴木文夫会員、鈴木清会員、玉井会員、渡邊会

RI会長シェカール・メータ会長メッセージを視聴

員、山木会員、結城会員、佐々岡会員。

の後、小倉ガバナーより、RIテーマと地区方針に

小倉正様

ついての説明がありました。
＜出席委員会＞

青柳委員長

会員

出席

欠席

第2044回

47

40

7

第2043回

47

36

11

メーク

出席率
85.11%

3

82.98%

＜ニコニコ・財団・米山委員会＞
累計

今回
ニコニコ

39件

56,000円

146件

188,000円

財団

6件

90,000円

9件

160,000円

ベネファクター

1件

112,000円

1件

112,000円

米山

7件

110,000円

7件

110,000円

横浜RCは会員が200名弱いますが、女性会員の数
が川崎百合丘RCクラブよりはるかに少なく、本日
は女性会員も含め40名出席とのこと。また、会員増
強委員会でチームを組んで熱心に活動されている
事、RIと地区方針に沿って活動計画書を作成され
ている事も嬉しく、今後共、活発なクラブ活動を維

＜ロータリー財団委員会＞

中島健児委員長

古澤会長→
「ベネファクター恒久基金寄付。小倉
ガバナー来訪記念として、ご寄付申し上げます」。
野島会員→
「入会祝いありがとうございます」。中島
眞一会員→
「入会記念として」。鈴木文夫会員→「1981
年9月1日の入会。36年間は長くもあり、短くも感じ
ます」
。嶋会員→
「入会して15年となりました。来年
度に向けて頑張ります」
。福家会員、中島健児会員
からもいただきました。

持してもらいたいと思います。

2021-22年度
『奉仕しよう

シェカール・メータRI会長テーマ

ただきたい。

みんなの人生を豊かにするために』

1.	ロータリーの目的に沿った魅力あるクラブ創りに

〜 SERVE TO CHANGE LIVES 〜

取り組みましょう
・ロータリーの原点である親睦と奉仕を基本に、各
クラブに最もふさわしいクラブ創りを目指しましょ
う。…高齢化や高齢化に伴う免許返上などで会員
が減少しています。ロータリーを楽しむ事を第一に
した例会運営を行って退会防止をお願いしたい。
・戦略計画／長期計画を再調整し、それを遂行しま
しょう。
・会員の積極的な参加を促せるようなクラブ運営を

・世界の会員数を2022年7月までに130万人に

目指しましょう。

「each

one, bring one」各ロータリアンが新会員1

・ロータリーの目的にある職業奉仕の高い倫理観と

人を入会させましょう…後進国では上昇している

は、とりもなおさず企業や組織のCSR（Corporate

が先進国で会員数が減少傾向

Social Responsibility）であり、これは職業奉仕に

・次年度の焦点は「女子のエンパワメント」です。
…エンパワメントとは、権威を上げるという意味。

他なりません。
・新会員、若年会員、女性会員とのつながりを築く

アフガン情勢や東南アジアの人身売買問題、教育

機会を提供し、ロータリーの大きな強みを生かし

の問題などに重点を置きたい。

ましょう。地区ではそのようなクラブの取り組み

・世 界各地で7つの重点分野に焦点を当てた7回の
RI会長主催会議を開催…討議をする。
・
「ロータリー奉仕デー」への参加を呼びかけまし

を支援していきます。
2.	会員基盤の充実と強化をしましょう
・会員増強が最大の課題でありますので、従来にな

ょう…RC、RAC、IAC、一般を巻き込んだ大が

い職業、女性、若い世代に入会を促進しましょう。

かりな奉仕デーの開催。残念ながら第2590地区は

当地区は女性比率が低いので、特に重点を置く必

緊急事態宣言下の為、唯一参加できるのはポリオ

要があります。交流会など開催して女性会員比率

撲滅キャンペーン→地区方針に。

を上げていきたいと考えております。
3. 奉仕プロジェクトの充実を図りましょう

2021-22年度

第2590地区方針

“クラブ基盤のさらなる充実強化”
〜会員の増強こそが最大のサービス（奉仕）〜

・各クラブにあった奉仕プロジェクトの充実をお願
いいたします。
（例）横浜RC

山梨県道志村

水源林間伐作業

4.	ロータリー財団と米山記念奨学事業に対するご理
解と寄付に協力しましょう
⃝ロータリー財団の寄付目標
・年次基金への寄付…1人当たり150＄以上
・恒久基金への寄付…1,000＄以上の寄付者
30名未満のクラブ

2020-22年度に1名以上

30〜50名未満のクラブ
50名以上のクラブ

1名以上

2名以上

・ポリオプラス基金への寄付
日本のロータリーも最盛期は会員数が13万人、現

1人当たり30＄以上

⃝米山記念奨学会への寄付目標

在は8万3千人です。第2590地区も最盛期3,200人か

・普通寄付…1人当たり5,000円以上

ら、今年度1,880人のスタートとなり2/3を切ってい

・特別寄付…1人当たり20,000円以上

ます。ロータリー活動をするには、ある程度の人数
がいないとできません。各クラブ減少傾向にあるの
で、クラブ基盤を充実させて何とか増加に転じてい

合計

1人当たり25,000円以上

5.	公共イメージとロータリーの認知度の向上を図り
ましょう

1 0/24
『世界ポリオデー』
トレインジャックプロジェ

トラル」を開き「目標設定・確認センター」で目

クト…2021年10/18（ 月）〜24（ 日）の1週間、1都3県

標の設定と達成の報告を行います。

JR東日本各路線の女性専用車の中づり広告を貸
し切って『End Polio Now』の広告を出します。

最後に、地区大会は皆さんと会する貴重な機会で

第2750地区主催、第2590地区共催参加。RI会長テ

す。会場は感染対策もしっかりとし密にはならない

ーマに沿った活動を地区でも開催する予定です。

ように、1,000人収容できる大きな会場で、今年はど

6. IM
（インターシティーミーティング）
を開催しましょう

んなことがあってもやりたいと考えますので是非参

・変動する時代を踏まえたロータリーのあり方を考

加してください。ロータリーはFace To Face顔を

えるIMを開催しましょう。

あわせることが大事です。皆さんにまたお会い出来

11/26
（金）
・27
（土） パシフィコ横浜で開催

ることを楽しみにしています。

7. My ROTARYの登録率を向上させましょう
当地区の登録率は26.69％です。

例会終了後に、記念写真の撮影が行われました。

8	 ロータリー賞
（クラブ対象）に挑戦しましょう
「My

ROTARY」から「ロータリークラブ・セン

＜点鐘＞

古澤会長

