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第2696例会	 平成 27 年 11 月 25 日（水）

点　鐘 柳澤 信夫 会長

スマイル体操 村山 輝忠 親睦委員

司会と斉唱 峯岸 雅宏 会場監督
横山 芳春 ソングリーダー

「手に手つないで」

お客様紹介 朝山 浩 親睦委員
河合 束 様（川崎中原 RC）

出席報告 世良 俊昭 出席委員長

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 0 名 MAKE UP 0 名

（対象外 0 名） 訂正出席率 100%

欠席者
波木井君 濱田君 木村君 小林君 上山君 
込田君 溝淵君 茂木君 三平君 柾木君 
岡本君 重田君 佐久間君 塩田君 渡邊（敏）君 
渡辺（伸）君

会長報告 柳澤 信夫 会長
1. 2018-19 年度ガバナーノミニー候補者推薦に関する

ご案内
※提出期限：2016 年 1 月 18 日（月）地区ガバナー宛

2. 「意義ある業績賞」候補プロジェクト募集のご案内
※ 応募締切：2016 年 1 月 25 日（月）必着（郵送）

地区ガバナー事務所宛
3. 2016-17 年度地区委員長ついて

川野 正久 会員に地区 R 財団委員長への委嘱状が届き
ましたのでお渡しいたします。

4. 石井 弘 会員に出席率 100％と長寿の表彰を差し上
げます。

5. 次週 12 月 2 日（水）は、年次総会を開催します。
ご出席の程よろしくお願いいたします。

幹事報告 大塚 正一 副幹事
1. 地区からの来信

地区 R 財団補助金管理セミナー開催のご案内
日時：  2015 年 12 月 14 日（月） 

15：00 ～ 17：30
場所：メモワールプラザソシア 21
※ 会長、R 財団委員長または、会長エレクト、会長

ノミニーより 2 名のご出席をお願いいたします。
2. 他クラブ例会臨時変更

●川崎中央 RC
12 月 14 日⇒ 13 日（日）

クリスマス家族会 川崎日航ホテル 点鐘 13：00
12 月 28 日（月）休会
1 月 4 日⇒ 7 日（木）

新春 4RC 合同例会 川崎日航ホテル 点鐘 12：30
1 月 11 日（月・祝）休会

●川崎西北 RC
12 月 17 日（木）

年末家族会 屋形船 品川「船清」 集合 17：30
12 月 31 日・1 月 7 日（木）休会

●川崎百合丘 RC
12 月 22 日（火）

年末家族会 ホテルモリノ新百合ヶ丘 点鐘 18：00
12 月 29 日（火） 休会
1 月 5 日（火） 移動例会「とん鈴」 点鐘 18：00

●川崎宮前 RC
12 月 29 日・1 月 5 日（火） 休会

3. 他クラブ会報の回覧：新川崎 RC
4. 次週 12 月 2 日（水）年次総会前 11：15 より、定

例理事会を開催いたします。
※理事・役員各位のご出席をお願い申し上げます。

委員会報告
クルーズ 由美子 親睦委員長
年忘れ家族会について
日時：12 月 16 日（水）
まだ席に余裕がありますので、ご家族・ご友人をお誘
い合わせの上、ご参加ください。



松山 直樹 国際奉仕委員長
救急車の贈呈式について（ヴァヌアツ）
次週 12 月 2 日（水）の年次総会後にヴァヌアツツアー
の説明会を行います。

卓話 大塚 正一 会員

 「ロータリーとライオンズ」
ロータリー：  クラブ会員（個人）を単位として活動す

る職業奉仕団体
ライオンズ：  クラブ全体（団体）を単位として活動す

る社会奉仕団体
初期のロータリーは、
フリーメイソンを会員
に勧誘していた事実が
ある。

KFC のカーネル・サン
ダースは、ロータリー
と シ ュ ラ イ ナ ー（ フ
リーメイソンの付帯組
織）に同時に在籍して
いた。

ライオンズの創始者・メルビン・ジョーンズもフリー
メイソンだった。

世界的な奉仕活動
• ロータリー：ポリオ・プラス、ユネスコ
• ライオンズ：失明者や視力障害者の支援 ←ヘレン・
ケラーの要請
会員行動規準
• ロータリー：四つのテスト
• ライオンズ：ライオンズの誓い

「われわれは知性を高め、友愛と相互理解の精神を養い、
平和と自由を守り、社会奉仕に精進する」
道徳律
• ロータリー：ロータリー倫理訓（道徳律）
1931 年配布禁止、1951 年廃止、1980 年抹消
• ライオンズ：「ライオンズ道徳観」　
職業人としての考え方と公民としての義務

モットー
• ロータリー：超我の奉仕、最も良く奉仕する者、最も
多く報いられる→個人奉仕
• ライオンズ：We serve →団体奉仕
奉仕の理念
• ロータリー：奉仕の理想（理念）

「他人のことを思いやり、他人のために尽くす」
→職業奉仕、社会奉仕
• ライオンズ：奉仕活動の原点（2003 年）

「より恵みの少ない人々のために」→社会奉仕
重要視する価値観
• ロータリー：義務、友情、寛容、真実、公平、平和、
国際理解、思いやり、誠実、倫理
• ライオンズ：民主主義、義務、友愛、相互理解、自由、
知性、国の安全、平和、心と心のふれあい、誠実

詳しくは、本日配布しました「Rotary 読本」をご覧く
ださい。

ニコニコリポート 野口 隆一 副会場監督

河合 束 様 （川崎中原 RC）
本日はよろしくお願いいたします。

柳澤 信夫 会長
風邪がはやっています。注意しましょう。大塚さん、
卓話よろしくお願いします。

大塚 正一 君
本日は朝山研修委員長の依頼で研修卓話をいたしま
す。来年 2 月 5 日に開催される新会員向けセミナー
の資料の中から「ロータリーとライオンズ」の章を
使った卓話です。よろしくお願いします。

川野 正久 君、小澤 秀昭 君、米山 元章 君
大塚さん、卓話楽しみにしています。

クルーズ 由美子 君
大塚さん、本日の卓話楽しみです。
ライオンズクラブ所属の父をゲストに誘ったのです
が、断られました。

朝山 浩 君、横山 芳春 君、渡邊 敏久 君、峯岸 雅宏 君
（研修委員会）

大塚さん本日の卓話よろしくお願いします !!
戸川 俊雄 君、世良 俊昭 君、宮崎 秀樹 君、洪 征治 君、
クルーズ 由美子 君、谷口 一成 君

河合さん、いつもお世話になっております。ようこ
そ！大塚さん卓話よろしくお願いします。

朝山 浩 君、帯谷 昌充 君、松下 幸夫 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

大塚さん、本日の卓話楽しみにしております。

KFCのカーネル・サンダーズ 
　　　ロータリアン　Yes      　フリーメイソン Yes 

ロータリアン ← フリーメイソン 

ライオンズ初めての女性会員は？ 

Water ! 


