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ガバナー公式訪問例会

点　鐘 柳澤 信夫 会長

スマイル体操 クルーズ 由美子 親睦委員長

司会と斉唱 峯岸 雅宏 会場監督
渡辺 伸一 ソングリーダー

「それでこそロータリー」

お客様紹介 朝山 浩 親睦委員
国際ロータリー第 2590 地区ガバナー

箕田 敏彦 様（横浜 RC）
国際ロータリー第 2590 地区 地区副幹事

上保 純一 様（横浜 RC）
国際ロータリー第 2590 地区 第 2 グループ ガバナー補佐

小泉 正博 様（川崎中原 RC）
新城鈴虫愛好会 会長

簑原 利憲 様

出席報告 戸川 俊雄 副委員長

会員数 60 名 出席 44 名 欠席 16 名
（対象外 4 名） 出席率 78.57%
前々回訂正 欠席 16 名 MAKE UP 4 名

（対象外 4 名） 訂正出席率 85.71%

欠席者
花田君 濱田君 小林君 上山君 込田君
三浦君 溝淵君 三平君 柾木君 大山君
重田君 関君 塩田君 齊木君 谷口君
藁科君

目録の贈呈 箕田 敏彦 様
戸川米山記念奨学
委員長、
大部ロータリー
財団委員長より、
箕田 敏彦ガバナー
に目録の贈呈が行
われました。

お客様ご挨拶
新城鈴虫愛好会 会長　簑原 利憲 様

8/23（日）にまんが寺で、「かわさき鈴虫祭り」という
催しがあります。「かわさき鈴虫祭り」とは、川崎北ロー
タリークラブ、川崎中原工場協会、川崎北法人会が共催
で行っている社会奉仕活動です。今年は私どもが主催に
なりましてご挨拶に参りました。おじいさんおばあさん
が孫の手をひいてくるほほえましい光景が見られ、去年
も 700 人を超える参加がありました。ぜひ多数の参加と
皆様方のご支援をよろしくお願い致します。

会長報告 柳澤 信夫 会長
 ● 理事会報告

1. 第 1 回 第 2 グループの会長幹事会（7/9）の報告
・各クラブにおける研修をどのようにすすめるか 
→「Rotary、はじめの「？」（ハテナ）」を教材とし
て使う。会長・幹事の方にお送りする。

2. 第 2 グループ 6RC 合同例会に関する件
2016 年 2 月 24 日（水）KSP 
点鐘：18：00　
講師：加治 将一 氏

3. 7,000 万円達成クラブ表彰
表彰年月：2015 年 6 月 30 日
寄付累計額：70,150,300 円（累計額は、達成され
た時点での金額）
感謝状は、地区大会での表彰後にクラブに届く。

4. 地区研修協議会の報告書を出席者に配布しました。



5. 例会の前 12 時からコーヒーのセルフサービスをす
ることになりました。

幹事報告 佐久間 馨 幹事
1. 地区からの来信

・第 14 回ロータリー全国囲碁大会
日時：10 月 3 日（土）　10：00 ～
日本棋院会館　本院 1F　ホストクラブ：東京 RC
登録料：7,000 円　締め切り 9 月 18 日（金）

2. 他クラブの例会臨時変更
・川崎麻生 RC
７月 31 日：会長・幹事就任祝および誕生日会、夜
間例会（18:00 ～）
8 月 14 日：休会
8 月 28 日：例会後に納涼会、17:30 点鐘
・神奈川 RC
8 月 10 日：夜間例会（18:30 点鐘）

3. 他クラブ会報の回覧
川崎南 RC、川崎中原 RC、川崎西 RC

4. 活動計画書
川崎 RC、川崎南 RC、川崎マリーン RC、川崎中原
RC、川崎西 RC

5. （お詫び）
活動計画書の P.26 ロータリー財団委員会の活動計画
の入力に誤りがございました。本日該当ページをポ
スティングいたしましたので差し替えをお願いいた
します。大部委員長にはご迷惑をおかけし、誠に申
し訳ございませんでした。

委員会報告
インターアクト委員会　宮崎 秀樹 委員
青少年に関する役員になったのは初めてですが、熱意
を持って活動していらっしゃる大先輩の戸川さんに追
いつけるようにがんばりたいと思います。
インターアクト、つまり高校生のロータリーというこ
とで、先日、あざみ野 RC と当川崎北 RC の提唱である
クラーク記念国際高等学校・横浜青葉キャンパスで例
会に参加しました。女性の多い学校ですが、18 名のメ
ンバーが明るく活発に奉仕活動に勤しんでいるという
感想を持ちました。
そこで皆さんにお願いがあります。ご存知の通り、ク
ラーク記念国際高等学校の校長はプロスキーヤーの 
三浦雄一郎さんです。その縁もあり、クラーク記念国
際高等学校のメンバーは、駅前などでネパール大震災
救済支援のための募金活動を行い、その額は現在 54 万
円に達しているそうです。来る 7 月 19 日に三浦校長が
ネパールに赴き、救援金を直接手渡す予定だそうです。
この額が更に増えるよう、これから募金箱を回します
ので、ご協力をお願いいたします。
インターアクト、ローターアクトは係にならないと参

加しないという風潮がありますが、我々が皆様に働き
かけて活発な活動を実現しようと思いますので、よろ
しくお願いいたします。
会員増強委員会　松尾 正 委員長
後方にグループミーティング表が掲示してありますの
で、ご自分の所属グループをご確認ください。また、グ
ループミーティングには会長、幹事、増強委員が出席
しますので、リーダー・サブリーダーはご相談のうえ、
開催日時と会場をご記入ください。

ガバナー紹介
国際ロータリー第 2590 地区 第 2 グループ ガバナー補佐
小泉 正博 様（川崎中原 RC）

箕田 敏彦 様をご紹介します。

［公職歴（全て現職）］
1995 年 7 月　社会福祉法人 神奈川県匡済会　評議員
2005 年 5 月　社会福祉法人 神奈川県匡済会　理事
2007 年 5 月　馬車道商店街　理事

［ロータリー歴］
1992 年 12 月 15 日　横浜ロータリークラブ入会
1998 － 99 年度　ロータリーの友 地区委員
1999 － 03 年度　ロータリーの友 常任委員
2001 － 02 年度　地区副幹事
2002 － 03 年度　地区女性委員会 委員
2003 － 04 年度　地区ロータリー情報・広報委員長
2003 － 05 年度　R J W 委員会 委員
2005 － 06 年度　横浜ロータリークラブ会長
2007 － 08 年度　第 6 グループガバナー補佐
2008 － 09 年度　地区幹事
2010 － 11 年度　地区クラブ奉仕委員長
2011 － 12 年度　地区職業奉仕委員長
2012 － 15 年度　地区戦略計画委員
2013 － 15 年度　地区研修委員
2014 － 15 年度　地区危機管理委員長
ベネファクター MPHF 米山功労者（マルチプル）



公式訪問卓話
国際ロータリー第 2590 地区ガバナー
箕田 敏彦 様（横浜 RC）

本年度ガバナーを務めさせていただく箕田敏彦と申し
ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
1 月 18 日、サンディエゴでの国際協議会で、K. R. ラビ
ンドラン国際ロータリー会長のお話を伺いました。会
長はスリランカ出身で、コロンボ RC の会員です。会長
は次のようにお話されていました。（1 ～ 3）

1.	 世界へのプレゼントになろう
2015、2016 年度のテーマは「世界へのプレゼントに
なろう」です。
与えられた１年はあまりに短く、なすべきことはあま
りに多くありますが、みなさんに授けられた才能と持
ちうる力を生かして、皆さん自身を世界へのプレゼン
トとしてささげてください。

2.	 ポリオ撲滅
私たちはポリオのない世界をプレゼントすると世界の
子供たちに約束しました。
25 年前にロータリーがこの目標を掲げたとき、125 か
国にポリオウイルスが常在し、1000 人以上の子供が犠
牲になっていました。
しかし現在では、常在国はアフガニスタン、ナイジェ
リア、パキスタンの 3 カ国のみになり、2014 年の報告
では、症例数はわずか 333 件のみになりました。

3.	 会員増強
組織を形作った基本に立ち返りましょう。
職業分類システムは、ロータリーの成功に欠かすこと
はできません。なおざりにすれば自らを危険に陥れる
ことになります。また、世界の多くの地域でうすれつ
つあるロータリーのイメージを変える必要があります。
ロータリー財団への寄付を推進し、新会員を迎え入れ、
現会員の積極的な参加を奨励しましょう。

・ロータリーの原点を大切にしよう
地区方針を「ロータリーの原点とその心を大切にしま
しょう」としています。
ロータリーでの喜びや価値は人によりさまざまです。
社会奉仕などの具体的な活動に携わって汗を流すこと
に喜びを感じる人、クラブの親睦活動で自己研鑽に価
値を見いだす人、などさまざまだと思います。しかし、
寛容の心を持って相手の善意を信じ、ロータリーとし
てひとつにまとまることが大切だと思います。
ロータリーの目的は、自分の職業の倫理性を高め、そ
れを通じて広く世間に貢献するということだと思って
います。私達は、これを忘れることなく未来につなげ
る義務を負っています。後輩に、口だけではなく手渡
しで伝えていく必要があります。丁寧に優しく教えて
いかなければ後輩は育ちません。

・ポール・ハリスはなぜロータリーを始めたか
田舎から都会に出て弁護士として開業したハリス。知
人はいるが友人がおらず大変寂しい思いをしていまし
た。この都会では同じ思いをしている人が大勢いるので
はないかと思い、親しい友人の集まりとしてロータリー
を開きました。
その後入会したアーサー・フレデリック・シェルドンは、

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」を提唱し、
現在も公式標語として親しまれています。
ロータリーの原点をもう一度を心に刻み直し活動して
いこうではありませんか。

・教育の重要性
今までの「ロータリー情報」は、今後は形を改めるこ
とになりました。
ロータリーレートは１ドルいくらになったかなどの情
報ではなく、ロータリーの心を伝えていかなければな
りません。今後は、教育研修という形で行っていきます。
ロータリーとは何かを知り、好きになってもらうこと
で、退会防止・会員増強の原動力とします。
クラブ研修リーダーを任命し、次の点を実施してもら
います。



1. クラブ研修を充実し、年次目標の達成を支援する
2. 他のクラブ指導者と協力し、長期的な視野で会員の

指導力開発を推進する
3. 増強委員会と協力し、定款・細則・用語の解説にと

どまらない新会員の研修を企画し実施する

・地区の会合に参加しましょう
ロータリアンとの交流は、視野を広げる大切な機会で
す。
ロータリアンとして地区のみなさんと交流することで
様々なことを勉強することができます。

・地域に密着した活動をしましょう
東北にお手伝いにいくのも大切ですが、東北でお手伝
いしたからといって、東北の方が川崎北 RC に入ってく
れるでしょうか。やはり地元で活動することが大切な
ことだと思います。
地場と密接になってこそ、社会にロータリーの心が広
まり、社会の改革につながると思います。

・先を見据えた計画を
単年度主義で、自分の年度が終われば終わりとならぬよ
うに、3 年先、5 年先を見つめた計画が必要です。そう
すれば未来のクラブの姿が見えると思います。夢をもっ
て前進していきましょう。

・ご寄付のお願い
1. 年次基金寄付：1 人 120 US ドル以上
2. ベネファクター：各クラブ 2 名以上
3. ポリオへの寄付：1 人 50 US ドル
4. 米山記念奨学事業：1 人 25,000 円以上（普通寄付

5,000 円以上、特別寄付 20,000 円以上）

・パソコンと英語
今年度から、国際協議会にパソコンを持って来るように
言われました。運良く会場のヒューズが飛んで、パソ
コンは使わずにすみましたが、来年以降はパソコンが
必要になります。クラブの会長と RI 会長が直接やり取
りする時代になるようです。パソコンを使うと、毎日
20 件ほど連絡が入ってきて、半分は英語です。訳す時
間がないので、私は英訳を人に頼んでいます。みなさん、
急いで英語を勉強しましょう。

・最後に
ロータリーの原点は親睦と奉仕です。また、ロータリー
の基本は、地区ではなくクラブです。クラブの活性化
が大切です。どうか今年も、増強にもうひとふんばり
よろしくお願いします。ありがとうございました。

ニコニコリポート 野口 隆一 副会場監督
国際ロータリー第 2590 地区ガバナー　箕田 敏彦 様（横浜 RC）

公式訪問に参りました。よろしくお願い致します。

国際ロータリー第 2590 地区  地区副幹事 上保 純一 様（横浜 RC）
第 2 グループの担当をさせて頂きます、地区副幹事の上保
です。本日はよろしくお願い致します。

国際ロータリー第 2590 地区 第 2 グループ ガバナー補佐
小泉 正博 様（川崎中原 RC）

本日は箕田ガバナーと共に公式訪問に参りました。どうぞ、
よろしくお願い致します。

新城鈴虫愛好会 会長 簑原 利憲 様
久しぶりに古巣に戻ってきました。二重の意味での古巣で
す。今日は思いっきり大声でロータリーソングを歌わせて
頂きます。本日の公式目的は鈴虫祭の協力のお願いです。

柳澤 信夫 会長・佐久間 馨 幹事
国際ロータリー第 2590 地区ガバナー、箕田敏彦様、
ガバナー補佐、小泉正博様、地区副幹事・上保純一様、本
日はようこそおいでくださいました。会員一同ロータリー
の原点にたった奉仕について勉強させていただきます。

岡本 徳彌 君
箕田ガバナーの公式訪問を心から歓迎申し上げます。どう
ぞ、よろしくお願い致します。

市川 清 君
箕田敏彦ガバナーの公式訪問を歓迎します。

石井 弘 君
箕田ガバナーの公式訪問を心から歓迎いたします。

川野 正久 君、小澤 秀昭 君、松波 登 君、大塚 正一 君、
松下 幸夫 君

箕田ガバナー、健康にご留意され大役を果たしてください。

世良 俊昭 君
第 2590 地区箕田ガバナーをお迎えして光栄です。

洪 征治 君、戸川 俊雄 君、宮崎 秀樹 君、松尾 正 君、
渡邊 敏久 君、大部 哲也 君（青少年委員会）

箕田敏彦ガバナー、本日はよろしくお願いします。ネパー
ル大震災救済支援募金をよろしくお願いします。
三浦会員が皆様によろしくとおっしゃっていました。
鈴虫の新会長簑原さん、ようこそ。本日はよろしくお願い
します。

クルーズ 由美子 君、朝山 浩 君、相良 久征 君、
横山 芳春 君、渡辺 伸一 君、茂木 常夫 君、村山 輝忠 君、
山川 哲史 君（親睦委員会）

箕田様、上保様、小泉様、ようこそいらっしゃいました。
本日はどうぞよろしくお願いします。

貝田 洋 君
2泊3日で奈良の吉野のまだ奥の川上村に行ってきました。
天国でした。帰郷すると地獄のようです。

野口 隆一 君
7 月 8 日に無事、第 2 子（長女）が生まれました。

（おめでとうございます。満場の拍手！！）

峯岸 雅弘 君、野口 隆一 君、入来 武久 君、松山 直樹 君、
北村 善市 君（SAA）

箕田ガバナー、小泉ガバナー補佐、上保地区副幹事、本日
はようこそおいでくださいました。


