国際ロータリー第2590地区

川崎百合丘ロータリークラブ

Weekly Report
2022 〜 2023 年度

令和4 年9 月 27 日（火）

● 例 会 日 毎週火曜日 12：30〜13：30
● 例会会場 ホテルモリノ7F

以下、会長報告です。
1.	RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）
パートⅡ
開催の案内
10/16
（日）
9:00〜17:00 聖光学院中学校高等学校
2.	
「世界ポリオデー」イベント参加と映画「向田理
髪店」鑑賞のおすすめ
10/23
（日）
13:00〜16:00 JR桜木町駅前広場
3.	2022-23年度国際ロータリー第2590地区米山学友
会総会の案内
10/15
（土）
12:20～16:00 新横浜グレイスホテル
4. 第55回神奈川県ロータリアン親睦テニス会の案内
11/8
（火）
12:30集合 湘南ローンテニスクラブ

第2079回

■
■

元

会報／青柳 和洋

令和4年9月27日
（火）8/47回

＜会長報告＞
嶋会長
先に、持ち回り理事会報告です。
・世界ポリオデーオリジナルTシャツ購入の件
・第25回神奈川県ロータリークラブ親睦チャリティー
野球大会懇親会参加費の件
・川崎麻生RC 合同清掃活動の件
以上全て承認可決されました。

第2078回

幹事／菊池 慶高

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

＜点鐘＞
嶋会長
＜ソング＞ 我等の生業
＜お客様ご紹介＞
嶋会長
国際ロータリー第2590地区2022-23年度ガバナー
川崎南RC 志村雄治様
地区幹事 川崎南RC 小林和雄様
川崎南RC 鈴木雄三様
ご見学者 大野裕之様
米山奨学生 金多情さん

第2077回

会長／嶋
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第2075回例会記録

2075 回例会

■

第

10月11日

10月18日
10月25日

招聘卓話

＜幹事報告＞
菊池幹事
＊当クラブ例会
10/4（火）
会員卓話
10/11（火） 招聘卓話 米山奨学生
10/18（火） 財団委員長会議報告
10/25（火） 夜会 18:00点鐘 ホテルモリノ7F
「ひだまりのレストラン」
10/27（木） 川崎麻生RC 合同清掃活動 15:00～
＊近隣クラブ例会変更
横浜あざみRC、横浜南RC
＜ニコニコ委員会＞
中島健児委員長
国際ロータリー第2590地区2022-23年度ガバナー
川崎南RC 志村雄治様→「本日の公式訪問よろしく
お願いします」
。地区幹事 川崎南RC 小林和雄様→
「本日はガバナー公式訪問で伺いました。渡邊ガバ
ナー補佐にはいつもお世話になっています」。川崎
南RC 鈴木雄三様→「ガバナーの同行で参りました。
よろしくお願い致します」。当クラブより、嶋会長→
「志村雄治ガバナー、小林和雄地区幹事、鈴木雄三川
崎南RC 会員ようこそ。本日、志村ガバナー卓話よろ
しくお願い致します」
。菊池幹事→「志村ガバナー公
式訪問ありがとうございます。地区幹事小林様、川
崎南鈴木様ようこそいらっしゃいました。本日は、
宜しくお願い致します」。井上久会員→「志村ガバナ
ーようこそ」。以下、感謝をこめてニコニコへ。赤

米山奨学生

委員長会議報告
夜会

5. 第40回あさお区民まつりの開催について
10/9（日）10:00〜16:00 麻生区役所・麻生市民館・
21ホール

ロータリー財団委員長
※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。

本会員、安藤亨会員、安藤美恵子会員、平岡会員、
井上勇会員、石野会員、鴨志田会員、北島会員、小
島会員、近藤会員、小塚会員、中島眞一会員、中村
会員、大矢会員、親松会員、左藤会員、関田会員、
鈴木岳人会員、鈴木孝英会員、鈴木清会員、玉井会
員、渡邊会員、山口会員、結城会員、中島健児会員。
＜出席委員会＞

左藤委員長

会員

出席

欠席

メーク

出席率

第2075回

44

34
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第2074回

44
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＜ニコニコ・財団・米山委員会＞
累計

今回
ニコニコ

31件

44,000円

241件

293,358円

財団

0件

0円

8件

176,000円

ベネファクター

1件

139,000円

1件

139,000円

米山

0件

0円

7件

100,000円

＜ロータリー財団委員会＞
井上久委員
嶋会長→
「志村ガバナー来訪を記念して」
本日のプログラム
渡邊ガバナー補佐より、志村ガバナーのご紹介が
ありました。
志村雄治ガバナーは川崎南RC 所属で職業分類は
学校教育です。ロータリー歴は1979年1月に川崎日
吉RC に入会しガバナー補佐、地区世界平和フェロー
シップ委員長、地区ロータリー財団委員長など歴任
されております。また、神奈川県私立学校教育功労
者、神奈川県・県民功労賞、文部科学省・教育者表
彰、瑞宝双光章を受賞されております。
＜ガバナー公式訪問卓話＞
国際ロータリー第2590地区2022-23年度ガバナー
川崎南RC 志村雄治様
川 崎 百 合 丘RC さ
んとは私は親戚クラ
ブであるかのように
身近に感じておりま
す。43年前の1979年4
月に聖マリアンナ医
科大学でチャーター
ナイトが開催されま
したが、この頃私は川崎日吉RC に入会し、碓井さ
ん、玉井さんをはじめ様々な方にお世話になりまし
た。また関山ガバナー補佐とは同期のガバナー補佐
でしたし、小塚先生、井上久先生、北島さん、親松

さんにも大変お世話になっております。嶋会長と
はインターアクトサマーミーティングでご一緒さ
せて頂きました。
―以下、スライドを見ながらお話を伺いました―
それでは最初に
私の自己紹介をさ
せて頂きます。家
族は妻と娘が二人
です。私は夢見ヶ
先動物公園近くの
白山幼稚園の園長
を し て お り ま す。
妻は養護教諭の資格を持っており、ここ2年ほど幼
稚園はコロナで大変でしたが養護教諭の資格を持
つ妻が様々な対策をしてくれました。長女は医師
で次女には幼稚園の手伝いをしてもらっています。
幼稚園では入り口で毎朝園児と手と手を合わせて
お迎えをしていたのですが、現在はコロナ感染の
心配もありタッチはできません。また園庭には裸
足になって上まで登り鐘を鳴らせる遊具があるの
ですが、なかなか上まで登れる子は少ないです。
子供たちにチャレンジしてもらおうとこのような
遊具も設置しています。
鎌倉女子大で十数年非常勤講師をつとめておりま
した。前期は
「健康」
、後期は
「幼児指導」
という科目
を担当し、園児のためのお店屋さんごっこを企画して
もらいましたが、幼稚園の先生、あるいは保育士を目
指す学生たちは素晴らしいものを作ってくれました。
趣味について話したいと思います。オリンピック大
好き人間でして1964年の東京オリンピックの時は中学
3年生で実際に見に行くことができました。他に札幌、
長野、北京、ロンドンのオリンピックにも行きました。
また様々なコレクターでして、ROS（ロータリーオン
スタンプ）
、通行手形、ぬいぐるみ、マグカップ、コ
ップなど集めております。検定を受験するのも好きで
世界遺産検定2級、城郭検定3級を取得しました。

ロータリー歴も43年と長くおかげさまで元気な
ので出席率100パーセントです。

次に国際ロータ
リー会長ジェニフ
ァー・ジョーンズ
さんについて話し
た い と 思 い ま す。
カナダのオンタリ
オ州のロータリー
ク ラ ブ 所 属 で す。
ジョーンズさんは1997年にロータリーに入会され、
今回国際ロータリー会長に就任されました。大変素
晴らしい方で、本来であればフロリダのオーランド
に行って直接ジェニファーさんのテーマ発表を聞
くはずだったのですが、ここ2年ほどコロナで開催
することはできませんでした。代わりに2月にZoom
で10日ほど毎日講演を聞き、次の日にガバナー同士
の討論会を行いました。初日にRIテーマの発表が
ありそこで最初に出たお話にとても感動しました
ので、紹介したいと思います。
私は昨年8月、アフガニスタンからの米軍撤退が進
む中、一人の会員からある若いアフガニスタン人の
平和活動家を国外退避させるために力を貸してほし
いと頼まれました。最初はどうしてよいかわからな
かったものの、
「ロータリーの不思議な力(magic of
Rotary)」を頼りに、数年前に出会った元ロータリー
平和フェローに連絡しました。1日も経たないうちに、
その活動家は避難者リストに加えられ、間もなくヨ
ーロッパ行きの飛行機に乗ることができました。こ
れこそロータリーの力です。強力な人脈ができるこ
とで世界がつながり、それぞれの人のストーリーが
結びつき、互いの違いはなくなります。インパクト
をもたらす上での唯一の限界は、想像力の欠如です。
「想像してください、私たちがベストを尽くせる
世界を。私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変
化をもたらせると知っています。」
こういう考え方を世界に広めたいとのことです。50
年前にビートルズが作ったイマジンという曲の中
の「国境なんていらない。みんな平和にいこう」と
いう気持ちをテーマに込めたそうです。
―君は僕を夢想家だと言うかもしれない。でも僕一
人ではないさー
この歌詞は、行動への呼びかけだと、私はとらえ
ます。私たちには皆、夢があります。しかし、その
実現のために行動するかどうかを決めるのは私た
ちです。ロータリーのような団体がポリオの根絶や
平和の実現といった大きな夢を抱くなら、それを実
現される責任は自分たちにあります。
「想像してください。私たちがベストを尽くせる世
界を。私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変化
をもたらせることを知っています。昨日のことをイ
マジン
（想像）
」する人はいません。それは未来を描

くことです
ポリオのない世界を想像してください。
みんなが安全な水を使える世界を想像してくだ
さい。
疾病のない世界、すべての子どもが読むことの
できる世界を想像したください。
やさしさ、希望、愛、平和を想像してください。
だからこそ
「イマジン・ロータリー」
が今年度のテー
マとなります。
私は今年の地区方針を「ロータリーの再生」とし
ました。コロナの厳しい状況からもう一度新しい
力をロータリーに与えたいと考えています。

このテーマ実現のために9つの目標を定めました。
①魅 力あるクラブ創りに向けて、新たな挑戦をし
ましょう。
・親 睦と奉仕というロータリーの原点を踏まえ、
各クラブの特長を活かした楽しく充実したクラ
ブ創りに挑戦しましょう。
・各クラブに見合った戦略計画/長期計画への見直
しとその遂行に務めましょう。
・会 員の積極的な参加と行動を促すクラブ運営に
取り組みましょう。
・ロ ータリーの特長であり大きな強みは職業奉仕
にあります。新会員、若年会員含め皆がつなが
りを築く機会を提供し、この強みを生かしまし
ょう。（地区では新会員交流会及び職業交流会を
実施予定です）
・ロ ータリーの多様性・公平さ・インクルージョ
ン（DEI）について理解し、各クラブ、地区で今後
の取組みについて考え、行動しましょう。
②会員基盤の拡大・強化に挑戦しましょう。
・会 員増強が引き続き最大の課題です。職業分類
を見直し、女性の比率を上げ、若い世代の入会
にも積極的の取り組みましょう。
③青 少年奉仕活動の充実に向けて新たな挑戦をし
ましょう。
・インターアクトクラブ卒業生を中心にした8名以
上で結成できる「衛星クラブ」を創立しましょう。
そしてSDGs等の活動をしましょう。
・ロ ーターアクトクラブも「衛星クラブ」結成を目
指して、様々な活動をしましょう。
・青少年交換は、危機管理をしっかり行って2022-23

年度に2～3名の派遣学生を募集し、
2023-24年度か
らのプログラム再開をめざしましょう。
④各クラブにあった新しい奉仕プロジェクトに挑戦
しましょう。
・
「イマジン・ロータリー」というRI 会長テーマの
下、未来に向かった奉仕プロジェクトを実施しま
しょう。
⑤ロータリー財団と米山記念奨学事業に対するご理
解と寄付に協力をお願いします。
【ロータリー財団の寄付目標】
・年次基金寄付1人当たり150USドル以上
・恒久基金寄付
（ベネファクター1名相当の寄付額は
1,000USドル）
以上
30名 未 満 の ク ラ ブ は2022 ‐ 24年 度 の 間 で1名
（1,000USドル）以上
30名以上50名未満のクラブは1名
（1,000USドル）
以上
50名以上のクラブは2名（2,000USドル）以上
・ポリオ・プラスへの寄付1人当たり30USドル以上
・ポール・ハリス・ソサエティーの会員を地区とし
て60名以上
【ロータリー米山記念奨学事業への寄付目標】
・普通寄付1人当たり5,000円以上
・特別寄付1人当たり20,000円以上
合計で1人当たり25,000円以上
⑥ロータリーの公共イメージ向上を図りましょう。
・ロータリーを理解し、ともに行動する人々を増や
していくためにも、積極的に活動し、ロータリー
の認知度向上に努めましょう。
⑦会員交流会
（新会員交流会・職業交流会）に参加し

ましょう。
・変動する時代を踏まえたロータリーのあり方を考え
る場にしたいと思います。是非参加しましょう。
⑧マイロータリーに登録しましょう。
・マ イロータリーへの登録により、各種手続きや
記録の確認がオンライン上で行えるのみならず、
様々なロータリー情報に触れ、研修の機会も得
ることができます。
⑨2022-23年度ロータリー賞
（ロータリークラブ対象）
に
挑戦しましょう。
・必須事項を確認の上、各クラブで実施可能な活動
項目を検討し、ロータリー賞に挑戦しましょう。
これらをもちまして私の地区方針とさせていただきま
す。川崎百合丘RC はとてもよいクラブですのでさら
にもっとよいクラブになって頂きたいと思います。
例会終了後に、記念写真の撮影が行われました。
＜点鐘＞

嶋会長

