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第2713例会	 平成 28 年 4 月 20 日（水）

点　鐘 柳澤 信夫 会長

スマイル体操 相良 久征 親睦委員

司会と斉唱 峯岸 雅宏 会場監督
村山 輝忠 ソングリーダー

「それでこそロータリー」

お客様紹介 藁科 義弘 親睦委員
滝上 淳 様（横浜西 RC）
沼田 茂 様（佐久間 馨 会員ゲスト）
尾﨑 勇太 様（RYLA 受講生）
藤田 靖人 様（RYLA 受講生）

出席報告 塩田 聡 出席委員

会員数 58 名 出席 37 名 欠席 21 名
（対象外 4 名） 出席率 68.52%
前々回訂正 欠席 21 名 MAKE UP 8 名

（対象外 7 名） 訂正出席率 86.54%

欠席者
朝山君 花田君 波木井君 濱田君 洪君  
小林（政）君 上山君 小林（美）君 松波君 溝淵君 
松尾君 松下君 茂木君 三平君 野口（隆）君 
帯谷君 世良君 重田君 関君 谷口君 
横山君 

お客様ご挨拶
藤田 靖人 様、尾﨑 勇太 様（RYLA 受講生）

RYLA に参加する機会をいただきありがとうございまし
た。研修の中でアンガーマネジメントについて学びま
した。その成果を仕事にも活かしていきたいと思います。

会長報告 柳澤 信夫 会長
 ● 箕田敏彦ガバナーより、「 2016 熊本地震義援金 」へ
の協力依頼が届きました。
4 月 14 日熊本地方を襲った地震、さらにその後 16
日未明に発生した地震により、熊本地方は更に被害が
増大しております。この度、地震による被災者を支
援するために、当地区として義援金を集めることに
いたします。2720 地区 （熊本・大分） に義援金口座
が開設されましたら直ちに送金したいと考えており
ます。つきましては、会員各位に展開いただき、下
記のとおりご協力お願いいたします。
送金先：国際ロータリー第 2590 地区特別口座
義援金額：会員 1 人当たり 1,000 円
送金期限：2016 年 5 月 6 日 （金）
 ● 川崎市より、平成 28 年度 川崎市文化賞等候補者の推
薦について、実施要領と推薦依頼の文書が届きました。

幹事報告 佐久間 馨 幹事
1. 米山奨学生「米山梅吉記念館訪問」のご案内

2016 年 5 月 15 日（日） 午前 7 時 15 分 
横浜駅西口  ホテルキャメロットジャパン前 集合
※ 相良カウンセラー、米山奨学生 凌 飛（リョウ ヒ）

さんの出欠確認をお願いします。

2. 他クラブ例会臨時変更
●川崎中央 RC

5 月 2 日 （月） 休会
6 月 5 日 （日） ～ 6 日 （月） 一泊移動例会
　天津小湊温泉 宿 中屋

●川崎大師 RC
5 月 4 日 （水・祝） 休会

●川崎マリーン RC
6 月 9 日 （木） ～ 10 日 （金） 一泊移動例会
6 月 30 日 （木） 休会

委員会報告
柾木 永一郎 職業奉仕委員長

職場訪問について、ポスティングしました。
5 月 25 日 （水） 例会終了後
東京ガス 根岸工場を見学



卓話 川野 正久 会員

本日は「ロータリー雑談」と題して、ロータリーにま
つわる様々な話をいたします。
川崎北 RC の歴史
川崎北 RC は川崎 RC をスポンサーとして 1960 年に誕
生しました。

川崎北ＲＣの誕生 
横浜ＲＣ⇒川崎ＲＣ⇒横須賀ＲＣ 
        ⇒横浜東ＲＣ 
川崎ＲＣ 
  ⇒川崎北ＲＣ   1960年（昭和35年） 創立 
                （⇒川崎南ＲＣ 創立） 
    ⇒川崎西ＲＣ   1970年（昭和45年） 創立 
    ⇒川崎中ＲＣ   1972年（昭和47年） 創立 
              ⇒川崎とどろき ＲＣ創立 
     ⇒川崎中原ＲＣ  1987年（昭和62年） 創立 

ロータリー特別月間の変更
次年度から、特別月間が変更になります。従来と比較
して、「理論から実践へ」とも言われています。卓話も、
月間に沿ったテーマになるのが望ましいと考えます。

「特別月間」の変更 

 8月 会員増強・拡大 
 9月 基本的教育と 
      識字率向上 
10月  経済と地域社会の 
      発展、米山月間 
11月  Ｒ財団 
12月  疾病予防と治療 

 1月  職業奉仕 
 2月  平和と紛争予防/ 
          紛争予防 
 3月  水と衛生 
 4月  母子の健康 
 5月  青少年奉仕 
 6月  ロータリー親睦活動 
 
 
 

５大奉仕から、人道的 ６分野中心に 
理論から実践へ 

 月間に沿った卓話を ！ 

自分にとってのロータリーとは
自分にってロータリーとは何でしょうか。また、どの
ようにロータリーを楽しめばよいでしょうか。
A 面：例会、B 面：公式行事以外の場面として、B 面が
良ければ A 面も良くなるのです。

ロータリーは自分にとって何か 

ロータリーを如何に楽しむか ？ 
 
   会員間との友情     Ａ面とＢ面 
 

 ロータリーを学び 行動に移す 
          ⇒ロータリー運動 
 
 

 
会員増強
2590 地区は会員が減少していますが、他の地区では増
加しているのです。どのように増強活動をしていけば
よいでしょうか。

増強が上手くいかない 

１） 週日昼間の例会 
２） 高額な会費（食事等の例会費､寄付金等） 
３） Ｒの理解不足・・クラブリーダーの育成（R L I  ） 
４） 若手・女性会員が少ない  
５） 入会の勧誘の減少・・真剣な対策を要する  
   ⇒青年会議所、商工会議所、工場協会、 
     法人会等の組織の発掘 
 親睦と奉仕はバランスが大事です。また、円滑なクラ

ブ運営のためには、会員の意見の調整が必要です。多
数の意見と少数の意見は重ね合わせることが大事です。
意見が対立したときは、方向を変えてすり合わせるこ
とで、素晴らしい意見になりうるのです。

奉仕 親睦 

親睦と奉仕のバランス 

Ａ意見 

Ｂ意見 

     意見がやや異なる場合 

②会員の意見の調整  

 

多数の意見 
 
 
 

少数の意見 

 意見がほぼ同じ場合 
 

①会員の意見の調整  

Ａ意見 

Ｂ意見 

       星形の意見に！ 

②会員の意見の調整  

A意見 

 

多数の意見 
 
 
 

多数の意見 
少数の意見 

①会員の意見の調整  
 

      二重丸の意見に！ 

⇩ ⇩



より良くしていくためのアイデアを紹介します。

アイディア ｉｄｅａ  
  
派閥がなく風通しの良いクラブつくり 
 

1)クラブに質問箱（意見含む）を設置し、次回例
会で回答すること 

 

2)会員一致奉仕活動の実施 
 

3)委員会の活動の実施 
 

4)会員増強・維持はクラブ会長の意欲 

現状改善か？ 新型クラブか？   
合併か？ 

１） 若手・女性中心のクラブ 
２） Ｅクラブ、衛星クラブ 
３） 社交クラブ、親睦クラブ、奉仕は寄付中心 
４） 例会減少（月２回） 
    奉仕は推奨団体に依頼 
５） 年齢のギャップ 
・団体を好まない傾向にある 
・若手・女性会員の増加を望みたい！  
 
 
 

ロータリーの使命 
ロータリーの使命は、職業人と地域社会のリーダー
のネットワークを通じて､人びとに奉仕し、高潔さを
奨励し、世界理解、親善、平和を推進することです 

５つの中核的価値観 
① 親睦（ｆｅｌｌｏwｓｈｉｐ）生涯にわたる友情を育みます 
② 高潔性（Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ）約束を守りぬきます 
③ 多様性（ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）さまざまな考えをつなぎます 
④奉仕（ｓｅｒｖｉｃｅ） 
⑤ リーダーシップ（ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ）   リーダーシップと職
業 のｽｷﾙを生かし、地域社会 の問題に取組む 

RI 戦略計画について
3 年、5 年先の方向性を定めるのが戦略計画です。

Ｒ Ｉ 戦略計画 

クラブの進むべき羅針盤である。将来の方向性を示す。 
 ＲＩ戦略計画の３つの重点項目とそれに伴う１６の目標 

１）クラブのサポートと強化 
  ① クラブの刷新制と柔軟性を育てる 
  ② さまざまな奉仕活動への参加を奨励する 
  ③ 会員基盤の多様性を奨励する 
  ④ 会員の勧誘と維持を改善する 
  ⑤ リーダーを育成する 
  ⑥ ダイナミックな新クラブを結成する 
  ⑦ クラブと地区における戦略計画の立案を奨励する 

２）人道的奉仕の重点化と増加 
  ① ポリオを撲滅する 
  ② 青少年や若きリーダーの支援、およびロータリーの６ 
    つの重点分野と関連したプログラムや活動において 
    持続可能性を高める 
  ③ 他団体との協力やつながりを深める 
  ④ 地元と海外の地域社会で多大な成果をもたらすプロ  
           ジェクトを生みだす 
3）公共イメージと認知度の向上 
  ① イメージとブランド認知を調和させる 
  ② 行動を主体とした奉仕を推進する 
  ③ 中核的価値観を推進する 
  ④ 職業奉仕を強調する 
  ⑤ ネットワークづくりの機会、ならびにクラブ独自の活動 
          について広報するようクラブに奨励する 

ロータリー財団について
2017 年に 100 周年を迎える財団を祝いましょう。

Ｒ財団１００周年を祝おう 

クラブとして  Ｒ財団を身近なものに！ 
   ① 地区大会・ ソウル国際大会に参加しよう 
    地区大会での展示にご協力を！ 
 ② 会長は、記念すべきＲ財団１００周年に対し、 会員の 
    意欲とアイデアを高揚させる必要がある。 
    ⇒クラブ会員の活発  な意見と活動を期待したい。 
   特別月間では、卓話等の企画に工夫を ！ 
 ③  アンケート調査に協力して頂きたい。 
 ④ 補助金活用は、創造あふれるアイデアで！ 
   ⑤ 寄付のお願い       美しい花にも、水が必要 
 ⑥  「ロータリーデー」のイベントを盛り上げよう！ 

財団の創設者や発展の歴史について紹介します。

ロータリー財団の創設者 
財団の父 

 
１９１１年 米国オハイオ州シンシナティ・             

クリーブランドクラブ創立会員  （４２歳） 
１９１２年 クラブ会長 
      ・「非常時基金」を提案 
      ・全ＲＣのために標準ＲＣ定款と細則を 
         作成、1915年に採択された 
１９１６～１７年 第６代  ＲＩ会長 
     国際ロータリー新定款起草委員長 
  ①地区の設定・地区ガバナーの役職を創設        
  ②年次大会を確立の発案に貢献 
 

１９１７年 アトランタ国際大会で             
「世界中で、よいことをする目的のために基金 
を設置することは極めて妥当なように思われま 
す」と提案  
 
（クリーブランド交響楽団、フルート奏者） 
 

 

ロータリー財団の発展 （１） 
1918年  カンサス・シティＲＣが世界大会の余剰金26.5$を基金に寄付  
 ⇒ 最初の寄付金 

1928年  Ｒ基金をＲ財団の名称とし、5人の管理委員を設けた 
 ⇒1931年信託組織 

1929年  Ｒ財団は、国際障害協会に500$の小切手を国際障害児協会に送る 
 ⇒ 最初の奉仕事業。この協会は、ﾛｰﾀﾘｱﾝだったｴﾄﾞｶﾞｰＦ､ﾀﾞﾃﾞｨｰ、 
 ｱﾚﾝが創設したもので、のちに「ｲｰｽﾀｰ･ｼｰﾙｽﾞ」（米国の慈善団体） 

 となる。 

1947年１月27日 ﾎﾟｰﾙ ﾊﾘｽが亡くなる。多くの人からＲＩに寄付が寄せられた。  

     ﾎﾟｰﾙ ﾊﾘｽ記念基金を設け､翌7月までに、130万$以上が寄付された。 
 財団増強  

1947年最初のプログラム 
 ⇒高等研究奨学金→R国際親善奨学金、現在の奨学金プログラムの 

 開始となった。 
 



ロータリー財団の発展 （２） 
1965～66年 ＧＳＥ、技術研修のための補助金、後のﾏｯﾁﾝ

ｸﾞ・ｸﾞﾗﾝﾄの３つのＰＧ 
1978年 Ｒ７５周年記念基金→3-Ｈプログラム発足→ 
 保健、飢餓追放､人間性尊重→ポリオプログラムフイリッピ

ンの600万人の子供にポリオ予防接種 
1985年 ポリオ撲滅始まる 
1987年 平和フォーラム開催⇒ 2002年 Ｒ平和ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ発

足 
2008年6月 未来の夢計画を承認         
2010年7月 世界100地区(日本6地区） 
2013年全地区で展開  地区補助金、グローバル補助 
金を導入 

財団は寄付金で運営されます。寄付金の流れや、ポリ
オに関する活動について紹介します。

年次寄付 寄付 恒久寄付 

ＷＦ ＤＤＦ 

グローバル補助金 

6つの重点分野 

地区補助金 

３年後 
３年後
運用益 

シェア 

５０％ ５０％ 

２５％ ２５％ 

①平和と紛争予防/解決 
②水と衛生設備 
③疾病予防と治療 
④母子の保険 
⑤基礎教育と識字率向上 
⑥経済開発と地域開発 

使
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寄付金の流れ 
 

ポリオの現状 

• インドへの対策・・1978年200,000人、2012年・・0 
ポリオ発生報告 
2016年1月1日～3月9日の野生株によるポリオ症
例数 

• アフガニスタン  1例  
      （今年になって初めて発生、2016年2月1日発症） 
• パキスタン     5例    計6例 

 
• 第1ゾーンポリオ撲滅ｺｰﾃﾞﾈｰﾀｰ（EPNZC）山崎淳一）より 

研修について
次年度、RLI を実施 します。

研修セミナーのＳＴＹＬＥ 
講演  

テーマに関して専門知識をもつ講演者によるプレゼンテーショ
ン（上演）。  
高度の知識は得られるが、学習効果は期待できない  
ロータリーの歴史・理念・規則など、まず最初に講演で学ぶ  
新会員・リーダーの育成には不可欠で、双方向型のみでは、知
識の習得に不十分  

対話法グループ討論  グループ討議の発展応用である。  
• この研修セミナーの方法が、ＲＬＩで行われている  
予め「先出し質問」を配布、参加者が予習できるようにする。 
 
次年度、Ｒ Ｌ Ｉ （ロータリー研究会 Ｒｏｔａｒｙ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅｓ）を
実施  します。 

 
  希望の風奨学金について

震災遺児を対象とした奨学金制度を運営しています。

希望の風奨学金 

• 将来を担う青少年たちの教育環境改善に使う 
• 両親･片親を亡くした遺児(大学生･短大生･専門学  
   生)に入学から卒業までの奨学金月５万円を給付。  
・返還を求めない｡ 
･約４億円超の財源で7～8年間支援可 
･最小限の経費で実施している 
･国内１０地区の賛同のち１２地区になる 
 
すでに5年を経過している。あと、17年、行う 

 
ニコニコリポート 入来 武久 副会場監督

柳澤 信夫 会長、佐久間 馨 幹事
相次ぐ熊本地方の地震の被災者および関係者の皆様
に心からお見舞い申し上げます。今年度もあと 2 ヶ
月あまりとなりました。是非、有意義に例会を楽し
みましょう。

川野 正久 君
本日は貴重な時間をいただきます。よろしくお願い
いたします。

小泉 昌彦 君、米山 元章 君
川野さん、卓話楽しみにしています。

武田 信平 君
先週 16 日に行われた J リーグ第 7 節にて、フロンター
レは、味の素スタジアムにおいて FC 東京と戦い、4
対 2 で逆転勝利し首位をキープしました。
私事になりますが、昨日行われたフロンターレの株
主総会において取締役を退任し、非常勤の顧問とな
りました。社長として 14 年、会長として 1 年を務め
ましたが、この間の皆様のご支援、ご声援に心から
深く感謝を申し上げます。また、今後とも変わらぬ
ご厚情をよろしくお願いいたします。

藁科 義弘 君
先日行われた北ロータリー親睦ゴルフコンペで優勝さ
せていただきました。たくさんのハンディキャップを
いただいた賜物です。お天気にもメンバーにも恵まれ、
楽しい一日を過ごさせていただきました。皆様に感謝
です。ありがとうございました。フロンターレは本日
ナビスコカップでアウェイ柏戦。がんばってまいります。

プログラム委員会一同
川野さん、本日の卓話よろしくお願いいたします。

クルーズ 由美子 君、相良 久征 君、柾木 永一郎 君、 
渡辺 伸一 君、塩田 聡 君、村山 輝忠 君、齊木 貴 君

（親睦委員会）
ビバ、フロンターレ！
川野さん卓話お願いします。楽しみにしております。
滝上様、沼田様、尾﨑様、藤田様、ようこそいらっしゃ
いました。沼田様、ぜひ仲間になりましょう。


