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第2768例会	 平成 29 年 7 月 12 日（水）

点　鐘 大塚 正一 会長
スマイル体操 平野 和枝 親睦委員

司会と斉唱 山川 哲史 会場監督
谷口 一成 ソングリーダー

「我等の生業」
「友達になろう」

お客様紹介 妻鹿 琢生 親睦委員
国際ロータリー第 2590 地区ガバナー
　湯川 孝則 様（横浜西 RC）
国際ロータリー第 2590 地区第 2 グループ
　ガバナー補佐 内藤 幸彦 様（川崎中 RC）
国際ロータリー第 2590 地区 地区副幹事 
　髙野 伊久男 様（横浜西 RC）
川崎とどろき RC 齋藤 巖 会長、坂口 幸一 幹事
川崎中原 RC 坂口 精一 様
川崎中原 RC 若挟 滋則 様
川崎中原 RC 都倉 八重子 様
川崎中原 RC 内藤 松雄 様

出席報告 松山 直樹 出席副委員長
会員数 58 名 出席 39 名 欠席 19 名

（対象外 7 名） 出席率 76.47%
前々回訂正 欠席 17 名 MAKE UP 3 名

（対象外 5 名） 訂正出席率 81.48%
欠席者

濱田君 市川君 小林（政）君 貝田君 上山君 
三浦君 溝淵君 峯岸君 星野君 松下君 
茂木君 三平君 野口（哲）君 野口（隆）君 重田君 
関君 相良君 若林君 藁科君

歓迎の挨拶 大塚 正一 会長
国際ロータリー第 2590 地区ガバナー湯川孝則様、本
日は卓話よろしくお願いいたします。国際ロータリー
第 2590 地区ガバナー補佐 内藤幸彦様、今週で 3 週続
けての来会ありがとうございます。国際ロータリー第
2590 地区副幹事 髙野伊久男様、よろしくお願いいた
します。川崎とどろき RC 齋藤 巖 会長、坂口 幸一 幹事、

本日はご来会ありがとうございます。川崎中原 RC、若
挟様、都倉様、坂口様、内藤様、本日のガバナー公式訪
問に花を添えていただき、ありがとうございます。皆様、
今日一日よろしくお願いいたします。

お客様ご挨拶
国際ロータリー第 2590 地区ガバナー
　湯川 孝則 様（横浜西 RC）

まず、今日ここに来たとき、内藤ガバナー補佐に出迎
えられ、川崎北 RC は理想的なクラブだと、おっしゃっ
ていました。そして例会が始まり、そのようだなと確
信しました。これからは、皆様のお力を拝借しながら
少しでも活気ある地区にして、地区とクラブが相乗効
果が出るよう、切磋琢磨していきたいと思います。何卒、
ご協力、ご指導のほどよろしくお願いいたします。



川崎とどろき RC 齋藤 巖 会長、坂口 幸一 幹事

本日、表敬訪問に参りました。本年度一年間、ご指導、
ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。

目録贈呈
松山 直樹 米山記念奨学委員長から目録の贈呈

朝山 浩 ロータリー財団委員長から目録の贈呈

会長報告 大塚 正一 会長
1.	 地区より、新会員への記念品授与についてのお知ら
せです。新会員の方には湯川ガバナーよりバナーな
ど記念品が贈られます。

2.	 地区より、申し込んでおりました 2017 ～ 18 年度
ロータリー財団「地区補助金」プロジェクト承認の
報告と、関係書類フォーム提出の依頼が届きました。

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
1.	 地区からの来信
①クラブ青少年奉仕委員長会議　開催のご案内
日時：8月 4日（金）15：00～ 17：00
会場：メモワールプラザソシア 21

②当地区ローターアクト	全クラブ合同例会	開催のご案内
日時：7月 23日（日）１3：30～ 16：30
会場：横浜市保土ヶ谷公会堂第一会議室

2.	 他クラブ例会臨時変更
●川崎中央 RC
7 月 17日（月 ･祝）休会
7月 31日（月）納涼夜間移動例会	船宿「長八」点鐘 18：00
8 月 14 日（月）休会

●川崎高津南 RC
7 月 17日（月 ･祝）休会
7月 24日（月）⇒ 30日（日）高津区民祭参加
8月 7日（月）⇒ 6日 ( 日 ) 橘ふるさと祭り参加
8月 14日（月）休会
8月 21日（月）⇒ 19日（土）多摩川花火大会警備

●神奈川 RC
7月17日（月･祝）、8月14日（月）、9月18日（月）、
10月 9日（月）休会
8月 28日（月）夜間例会　点鐘 18：30

●川崎鷺沼 RC
7 月 19日（水）休会
7月 26日（水）移動例会	箱根湯本「吉池旅館」
クラブ協議会後、例会　点鐘 18：30

●川崎マリーン RC
7 月 27日（木）夜間例会	サンピアン　点鐘 18：30
8 月 10 日（木）休会

●川崎幸 RC
7 月 28日（金）創立 45周年記念例会　点鐘 15：30
8 月 11 日（金）休会

●横浜本牧 RC
8 月 10日・31日（木）休会
8月 24日（木）夜間家族例会	
KKR ポートヒル横浜　点鐘 18：30

3.	 会費口座振替のお知らせ
7月 18 日（火）に第 1四半期（7月～ 9月）の会
費 75,000 円を振替させていただきます。お手配の
程、よろしくお願いいたします。

委員会報告   
谷口 一成 親睦委員長
親睦移動例会のお知らせ
日時：9 月 20 日　点鐘 18：00
場所：湯本富士屋ホテル
戸川 俊雄 会員増強委員長
7 月 10 日に拡大増強セミナーに出席しました。是非、皆
様も会員増強にご協力ください。よろしくお願いします。



卓話   

国際ロータリー第 2590 地区ガバナー
　湯川 孝則 様（横浜西 RC）
今年の 1月にアメリカのサンディエゴで、ガバナーの
研修会・国際協議会がありました。日本からは 34地区、
それぞれ 34名のガバナーエレクトとその配偶者、また
その他の国々からは、539 名のエレクトと配偶者が一
堂に会しました。イアン	H.S.	ライズリー RI 会長を中心
に、午前 9：00 から研修が月曜日から金曜日まで行わ
れました。配偶者は、配偶者同士の講習会もありました。
ライズリー RI 会長は、オーストラリアの公認会計士

の方で、国内外の企業会計を専門とする Ian	Riseley	&	
Co. の社長を務め、オーストラリアの地域社会への貢献
が認められ、オーストラリア政府から勲章を授与されて
います。持続可能な奉仕というロータリーの目標にとっ
て、環境保護と温暖化抑止がきわめて重要である、来
年 2018 年 4 月 20 日の「アースデイ」（地球の日）ま
でに全会員に 1本以上の植樹をしてほしいと提言され
ておられました。また、我々は奉仕活動で成長・存続し、
力をつけながら地域社会に、国に、そして世界に「変
化をもたらす」と宣言されました。

昨年 4月の規定審議会において、歴史的な大きな変化
がありました。それは、大幅にクラブ運営上での柔軟
性が認められました。ライズリー RI 会長はこれを受け、
「Making	a	difference（変化をもたらす）」を宣言されま
した。このライズリー RI 会長の方針に沿いながら勉強
をして、私なりに地区方針を考えました。それが「と
もに語ろうロータリー：友達になろう」です。

今年度の地区方針にある「ともに語ろう」の「とも」に
は 2つの意味があります。1つ目の「とも」は、「共に
に語ろう」、英語でいう「Together」の意味です。ロー
タリーの活動の原点は、交流と親睦です。ロータリー
活動をとおして何を学び、何を実践するのか、共に語
ろうではありませんか。ロータリーそのものの決まり、

型式はありますが、ロータリーは皆、平等です。是非、
そういった気持ちで熱く語っていただきたい、信頼と
理解と友情を深めていただきたいと思います。2つ目の
「とも」は、「友に語ろう」、英語でいう「Friends」です。
私たちには、ロータリーの仲間以外にもたくさんの友
人がおります。職場の友達、趣味の友達、そういう方々
にロータリーを語ることによって公共的イメージを高
め、認知度の向上になり、それがまた、会員増強に繋
がるのではないかと思います。

具体的に地区方針をまとめると以下の 7つの項目があ
げられます。

1. クラブ戦略計画の推進
　戦略計画委員会を設置し、柔軟性のあるクラブ戦略
　計画策定を推進しましょう。

2. クラブ自主性の尊重
　2016 年 4月の規定審議会の決定により、クラブに柔
軟性が認められました。

3. 会員増強とクラブ拡大の推進
　①　会員増強
　　　目標、地区全体で会員数純増１００名
　　　目標はクラブの自主性を尊重し、クラブが自主

的、積極的に会員増強目標を設定してください。
　②　クラブ拡大
　　　新しい形態のクラブ拡大にチャレンジしましょう。

4. ロータリー財団へのご理解とご寄付のお願い
　ポリオ撲滅などを目標に頑張りましょう。

5. 米山記念奨学事業へのご理解とご寄付のお願い
　ロータリーの良き理解者を育成して、世の中に貢献
　しましょう。

6. ロータリーの未来を担う人材の育成
　明日のリーダーを育てることもロータリーの目標です。

7.RI 会長賞への積極的な挑戦
　これは、戦略計画に推進することだと思います。

「ロータリー：変化をもたらす」ということで、ロータ
リーがより活性化され、発展することを願い、皆様の
お力をお借りして、頑張っていく所存でございます。

岡本パストガバナー、川野パストガバナーをはじめ、川
崎北 RCの皆様とも、ともに語り合いながら 2590 地区
のために、頑張っていきたいと思っております。ご指導、
ご協力の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。



ニコニコリポート 波木井 輝昭 副会場監督
国際ロータリー第 2590 地区ガバナー
　湯川 孝則 様（横浜西 RC）

お忙しいなか時間を頂戴しありがとうございます。
川崎北 RC の皆様のご指導とご協力をいただきながら
地区、クラブ、相乗効果を出し活性化に努めたいと
思います。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（川崎中 RC）内藤 幸彦 様

ガバナー公式訪問の第一回目です。よろしくお願い
申し上げます。

国際ロータリー第 2590 地区ガバナー
　髙野 伊久男 様（横浜西 RC）

横浜西ロータリークラブの高野です。本日は湯川ガ
バナーのお供で参加致します。よろしくお願いいた
します。

川崎とどろき RC 齋藤 巖 会長
川崎とどろき RC 会長の齊藤巌・幹事坂口幸一です。
表敬訪問にまいりました。一年間よろしくお願いい
たします。

川崎中原 RC 若挟 滋則 様
お世話になります。

川崎中原 RC 都倉 八重子 様
いつも大変お世話になっております。本日は、新会
員と一緒にメークアップに参りました。お世話にな
ります。

川崎中原 RC 内藤 松雄 様
川崎中原ロータリークラブに入会させていただきま
した内藤と申します。よろしくお願いいたします。

川崎中原 RC 坂口 精一 様
お世話になります。新会員です。よろしくお願いい
たします。

大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事
湯川ガバナーようこそお越しくださいました。公式
訪問卓話よろしくお願いいたします。内藤ガバナー
補佐、3 週続けてお越しいただきまして、ありがとう
ございます。

岡本 徳彌 君
湯川ガバナーを心から歓迎申し上げます。

川野 正久 君
湯川ガバナーの公式訪問大歓迎です。よろしくお願
い申し上げます。

小澤 秀昭 君
湯川孝則ガバナー、内藤幸彦ガバナー補佐、本日公
式訪問よろしくお願いします。

入来 武久 副会長
カザフスタン・世界大会から帰国しました。残念な
がら息子の建武は、準優勝でした。皆様の期待にお
応えできず申し訳ございません。気を取り直し、10

月の全日本大会 2 連覇に向けて頑張りますので引き
続き応援よろしくお願いいたします。

武田 信平 君
ACL のため延期されていた J リーグ第 13 節、浦和
レッズ戦が 5 日に行われましたが、フロンターレの
カウンター攻撃が冴えわたり 4 対 1 で快勝しました。
中 2 日を置いた 8 日、後期の初戦となる鳥栖戦がア
ウェーで行われました。誤判定で PK を献上、直後
にミスから失点、前半を 2 点ビハインド終了。後半
気持ちを切り替え、56 分から 6 分間に 3 点を取って
の逆転勝利。終了後、疲労により半数の選手がピッ
チに倒れこむ激闘でした。この勝利で順位を 3 位ま
で上げました。また、中 3 日を置いて今夜 7 時より、
天皇杯第 3 戦ザスパクサツ群馬とアウェーで行われ
ます。

松波 登 君、入来 武久 君、米山 元章 君、横山 芳春 君、
クルーズ 由美子 君

湯川ガバナー、内藤ガバナー補佐、ようこそいらっ
しゃいました。今年度一年間、何卒よろしくお願い
いたします。

小林 美和 君
銀座 KARINKARIN はお陰様で無事 OPEN 致しました。
川崎北 RC から素敵なお花を頂きありがとうございま
す。また、お祝いにかけつけて頂きました皆様、お
花を送って頂きました皆様、本当にありがとうござ
います。つぶれない様がんばります！今後ともどう
ぞよろしくお願いします。

会員増強委員会：戸川 俊雄 君、小泉 昌彦 君、
米山 元章 君、石坂 想 君、妻鹿 琢生 君

湯川孝則ガバナー、内藤幸彦ガバナー補佐、本日は
お越し頂きありがとうございます。会員増強頑張り
ます。

出席委員会・ビール同好会：生垣 繁 君、世良 俊昭 君、
渡邊 敏久 君、宮崎 秀樹 君、大部 哲也、花田 薫 君、
洪 征治君、入来 武久 君、柳澤 信夫 君、松山 直樹 君

湯川ガバナーをお迎えして、一年間健康に留意して、
2590 地区の為、頑張ってください。

佐久間 馨 君
本日パスト会長により大塚新会長・帯谷新幹事を
励ます会を開催します。今年も楽しいクラブ活動
となりますように！

親睦委員会：谷口 一成 君、色摩 和恵 君、朝山 浩 君、
小林 美和 君、妻鹿 琢生 君、平野 和枝 君、石原 安 君

湯川ガバナー、本日はお暑い中、川崎北 RC の例会に
お越しいただき、ありがとうございます。一年間よ
ろしくお願いいたします。


