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第2686例会	 平成 27 年 9 月 9 日（水）

合同例会（川崎北 RC ＆ 横浜あざみ RC）
点　鐘

石川 紀久代 会長
（横浜あざみ RC）

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
谷口 一成 ソングリーダー

「我等の生業」

お客様紹介 朝山 浩 親睦委員
国際ロータリー第 2590 地区 第 5 グループ ガバナー補佐
一樂 祥子 様（横浜あざみ 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）
国際ロータリー 第 2590 地区 インターアクト委員長
平山 紀美子 様（横浜港北 RC）
尾島 光夫 様（横浜北 RC）
若狭 滋則 様（川崎中原 RC）

出席報告

会員数 59 名 出席 38 名 欠席 21 名
（対象外 6 名） 出席率 71.70%
前々回訂正 欠席 17 名 MAKE UP 6 名

（対象外 7 名） 訂正出席率 90.74%

欠席者
星野君 濱田君 木村君 小林君 貝田君 
上山君 込田君 三浦君 溝淵君 茂木君 
三平君 野口（隆）君 大部君 大塚君 帯谷君 
重田君 関君 色摩君 塩田君 横山君 
山川君

会長報告 柳澤 信夫 会長
1. 神奈川県共同募金会川崎市中原区支会より、赤い羽

根共同募金の協力依頼が届いております。
※社会奉仕委員会にて、ご対応いただきます。

2. 中原区交通安全対策協議会より、「秋の全国交通安
全運動」実施要綱が届いております。

幹事報告 佐久間 馨 幹事
1. 地区からの来信：地区大会関連資料

① 地区大会 1 日目 
RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会登録のご案内
日時：2015 年 11 月 13 日（金）18：00 ～ 20：00
場所：ホテルニューグランド 3F
※会長・幹事が出席します。

② 地区大会 2 日目 
地区大会登録のご案内（パンフレット配付）
●本会議（会長・幹事会）
日時：2015 年 11 月 14 日（土）点鐘 10：30
場所：パシフィコ横浜会議センター 303・304
※ 出席対象者：地区役員、G 補佐、地区委員長、

会長、幹事、選挙人、クラブ研修リーダー
●本会議
日時：2015 年 11 月 14 日（土）点鐘 13：00
場所：パシフィコ横浜会議センター 1F メインホール
※ 会員登録料はクラブ負担、ご家族無料。

③ 地区大会特別企画 第 2 回ロータリアン芸術祭作品出
展と、ロータリーこども美術展への参加出品のお願い
※詳細はパンフレットをご覧ください。

④ 地区大会信任状証明書の提出依頼
⑤ 地区大会 表彰対象者および長寿、物故会員の報告依頼
⑥ 地区大会 2 日目 事務局員派遣の依頼

2. 他クラブ例会臨時変更
●川崎マリーン RC

10 月 15 日（木） 移動例会 ICU 国際基督教大学訪問 
 点鐘 12：30
10 月 22 日（木） 夜間例会 鎌倉散策 アマンダンブルー 
 点鐘 17：30
10月 29日（木） 休会

3. 他クラブ会報等回覧：川崎中 RC、川崎とどろき RC、
横浜あざみ RC、箕田ガバナー（タウンニュース寄稿記事）

4. 本日例会終了後、例会場の隣室にて指名委員会を開催

委員会報告 クルーズ 由美子 親睦委員長
「親睦移動例会の会費」について
9 月 16 日（水）の例会で、9 月 30 日（水）の親睦移
動例会の会費を集金します。3 万円をご用意ください。



卓話 川野 正久 会員
地区における研修に
ついて
研修はなぜ必要なのか
研修がなぜ必要なのかと
いうと、「ロータリー会
員の減少防止」、「クラブ
会長にリーダーシップを
取って欲しい」、「クラブ

奉仕活動の活発化」などと言うことができますが、一番
大事なことは、ロータリーを楽しんでほしいからです。
ロータリーを楽しむには、①各自がロータリアンとして
の自覚・誇りを持って魅力あるクラブにすること、②探
究心を持ち、ロータリーの歴史、運営、活動に関心をも
つこと、③会員同士が協力しあうこと、が必要です。そ
のために各研修に参加し、自己研鑚に役立ててください。

「地区」とは「ゾーン」とは
「地区」とは、「ゾーン」とはなんでしょう。まず地区とは、
管理上の一定の地理的な地域内にある RC のグループを
指します。地区の編成には 33 クラブ以上、1100 名以
上のロータリー会員が必要です。現在日本には 34 地区、
世界では 537 地区あります。次にゾーンですが、各地
区が地理的な関係で集まったものと考えればわかりや
すいと思います。ゾーンは国際ロータリー（RI）会長指
名委員と、RI 理事指名委員を選挙するための区域でも
あります。現在、世界のゾーン数は 34 です。
ガバナーとは
ガバナーとは地区の管轄者です。所管地区のクラブに
よって指名され、RI の国際大会にて選挙される、RI の
役員です。ガバナーの役割は地区内のクラブの啓発・意
欲を与えることです。ガバナーに就任するには、1 つま
たはいくつかのクラブで通算 7 年以上会員であり、ク
ラブ会長を全期務めた経験、ガバナーエレクト研修セ
ミナー（GETS）と国際協議会に全日程出席する必要が
あります。この国際協議会でクラブへの指導、指揮、助
言を行うことを研修を通して学びます。
多種多様な研修
さて、DLP（District Leadership Plan）という言葉をよ
く耳にすると思います。DLP の目的は、複数のガバナー
補佐を任命し、クラブへのガバナーの役割支援を迅速、
適切に行うことです。研修を受けた地区指導者を多く育
成する、財団や地区活動への参加を活性化することで
す。地区リーダーの研修として、次年度ガバナー補佐
研修、地区チーム研修。クラブリーダーへの研修として、
PET、地区研修・協議会などがあります。クラブの研修
委員長は地区研修セミナーに参加し、より良いクラブ
運営ができるよう学んでいただききたい。そしてどう
したらクラブでその活動を反映できるか、理事会で諮っ
ていただきたいと思います。
継続性のあるロータリー活動
ロータリーでは、会長以下各担当者が基本的に毎年替

わります。人が毎年替わっても、ロータリーの基本的
な考え方は変わりません。各地区研修に参加し、学ぶ
ことで継続性のあるロータリー活動ができる思います。
最後に会員が何を望んでいるか、クラブとして実施で
きるかを考えることが大切だと思います。クラブに質
問箱を設けることを提案します。本日はありがとうご
ざいました。

ニコニコリポート 入来 武久 副会場監督
国際ロータリー 第 2590 地区 インターアクト委員長
平山 紀美子 様（横浜港北 RC）

8 月 1 日インターアクト交流会（サマーミーティング）で
は、大変お世話になりました。ありがとうございます。ま
た、日台歓迎会では、多数のご参加頂きまして盛大にとり
おこなうことができました。本当に感謝申し上げます。今
後ともどうぞ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、クラブ研修委員会による例会が行われるという事
で、拝聴しに参りました。宜しくお願い申し上げます。

尾島 光夫 様（横浜北 RC）
お世話になります。平山委員長と同行させていただきました。

若狭 滋則 様（川崎中原 RC）
お世話になります。

柳澤 信夫 会長、佐久間 馨 幹事
台風の中、出席御苦労様です。今日は横浜あざみクラブと
の合同例会です。皆さんで楽しみましょう。川野さん、研
修の卓話どうぞよろしくお願いします。

岡本 徳彌 君
横浜あざみ RC との合同例会をお祝いして。

川野 正久 君
横浜あざみ RC さんとの合同例会を楽しみにしておりまし
た。歓迎させて頂きます。本日、卓話をさせて頂きます。
よろしくお願い致します。

戸川 俊雄 君、世良 俊昭 君、宮崎 秀樹 君、花田 薫 君、
洪 征治 君、松尾 正 君、渡辺 伸一 君（ビール同好会）

横浜あざみクラブのみなさん、合同例会の企画参加ありが
とうございます。両クラブが共に発展、継続できることを
心より願っております。川野さん、卓話楽しみです。

小澤 秀昭 君
川野パストガバナーの卓話楽しみにしています。
入来会員、茂木会員、先日は盛大な壮行会おめでとうござ
いました。世界チャンピオンを目指して頑張ってください。

花田 薫 君
柳澤先生お世話になりました。

朝山 浩 君、渡邊 敏久 君、峯岸 雅宏 君（研修委員会）
川野さん、本日の卓話、宜しくお願いします !!
横浜あざみクラブの皆様、ようこそ !!

朝山 浩 君、相良 久征 君、クルーズ 由美子 君、
谷口 一成 君、村山 輝忠 君、藁科 義弘 君、齊木 貴 君

横浜あざみ RC の皆様、本日はようこそいらっしゃいまし
た。是非楽しんでいってください。

入来 武久 君
戸川さん、小澤さん、松山さん、茂木さん、先日の世界大
会壮行会誠に有難うございました。


