
2017 － 18 年度　　国際ロータリーのテーマ
『ロータリー：変化をもたらす』
RI 会長　　イアン H.S ライズリー

川崎北ロータリークラブ会長の方針
『クラブの原点は委員会活動！』

会長　大塚　正一

会　長　大塚　正一 幹　事　　帯谷　昌充 会報委員長　　色摩　和恵
事務所：〒211-0063　川崎市中原区小杉町 3-70-4 ホーユウパレス武蔵小杉 104　℡ 044-722-8037　メール：knrc@nifty.com
URL：http://kawasaki-north-rc.blue.coocan.jp/ 例会：毎週水曜日　12：30 クイーン・アリス　ガーデンテラス日吉

No.2784

第2784例会	 平成 29 年 11 月 15 日（水）

点　鐘 大塚 正一 会長
スマイル体操 石原 安 親睦委員

司会と斉唱 朝山 浩 副会場監督
　　　　　　　  平野 和枝 ソングリーダー
　　　　　　　  「それでこそロータリー」

出席報告 松山 直樹 出席副委員長
会員数 58 名 出席 35 名 欠席 23 名

（対象外 7 名） 出席率 68.63%
前々回訂正 欠席 20 名 MAKE UP 3 名

（対象外 6 名） 訂正出席率 78.85%
欠席者

星野君 花田君 濱田君 生垣君 石坂君 
小林（政）君 小泉君 上山君 三浦君 溝淵君 
松下君 茂木君 三平君 柾木君 岡本君 
大部君 帯谷君 世良君 重田君 関君 　 　 　
色摩君 横山君 山川君 

会長報告 大塚 正一 会長
1.	 地区大会の報告・表彰品のお渡し
・50年以上出席率 100％：
								市川	清	会員
・40年以上出席率 100％：
						吉岡	憲士	会員（当日登壇）石井	弘	会員、岡本	徳彌	会員
・30年以上出席率 100％：
								戸川	俊雄	会員、川野	正久	会員

・長寿会員：
							市川	清	会員、　		吉岡	憲士	会員、					北村	善市	会員、
							岡本	徳彌	会員、星野	博	会員、									渡邊	敏久	会員、
							小泉	昌彦	会員、三浦	善四郎	会員、石井	弘	会員、
							甲田	博康	会員、柳澤	信夫	会員、		　生垣	繁	会員、
							金子	房一	会員、野口	哲志	会員

幹事報告 相良 久征 副幹事
1.	 地区からの来信
①ロータリー米山奨学生・学友	年末パーティのご案内
　日時：12月 3日（日）18：00～ 20：30
　会場：ホテルキャメロットジャパン
②「夢を語ろう !!」クラブ戦略計画委員長会議開催のご案内
　日時：12月 5日（火）15：00～ 17：30
　会場：メモワールプラザソシア 21
③第 34回青少年指導者養成プログラム（RYLA）のご案内
　日時：2月 17日（土）～ 18日（日）一泊二日
　会場：横浜市野島青少年研修センター　
　受講資格：青年男女（18才～ 30才）　
　受講料：１万円 /人　クラブ負担
　※従業員やお知り合いの方にお声掛けいただき､ 推薦さ
　				れる方がいる場合は幹事までお知らせください。
④新横浜 RC より、南アフリカ学習者支援プロジェクトへ
　の協力依頼とパンフレット・寄付申込書が届きました。

2.	 米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」が届きました。
3.	 他クラブ例会臨時変更

●横浜本牧 RC
11 月 30 日（木）夜間例会	会場変更なし　点鐘 19：00

委員会報告
職業奉仕委員会 藁科 義弘 委員長
職場訪問のご案内
　日時：1月 17日（水）
　　　　14：00クイーンアリスから出発
　場所：富士通株式会社新川崎テクノロジースクエア
　　　　懇親会は川崎エリアの予定
　費用：職場訪問 2,000 円、懇親会 3,000 円
　※申込み締切 12月 13日（水）
親睦委員会 谷口 一成 委員長
年忘れ家族例会のご案内
　日時：12月 20日（水）
　場所：ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル
　※申込み締切 12月 1日（金）



クラブフォーラム   
川野 正久 地区ロータリー財団統括・地区ロータリー財団委員長

「ロータリー財団に因んで」
「ロータリー財団月間」、この意味を皆さん、
ご存知ですか？	この意味とは、11 月に年
に一度、財団に関する卓話や活動をクラブ
で行い、財団に関する理解を深めましょう、
という意味があるのです。11 月にはどの
クラブも最低 1回は例会で財団に関するプ
ログラムを行うことが求められています｡

ロータリー財団は 1917 年にアーチ C・クフランが、アトラ
ンタ国際大会で、「世界でよいことをするため」の基金の設置
を提案したのがはじまりです。翌年 1918 年、カンザスシティ
RC が世界大会の余剰金 26.5 ドルを基金に寄付をしたのが最
初の寄付金でした。1928年には、ロータリー基金をロータリー
財団と改め、1931 年には信託組織となりました。1947 年に
ロータリー創設者の 1人ポール・ハリス氏が死去、ポールハ
リス記念基金として約 130 万ドルが寄付され、財団として大
きくなっていきました。その年には、最初のプログラム、現
在の奨学金プログラムの基盤となるプログラムが開始されま
した。1965 年から 1966 年にかけて GSE（研究グループ交換）
が開始、1978 年のロータリー 75周年記念基金では、3-H プ
ログラム（保健、飢餓追放、人間性尊重）の発足、ポリオプ
ログラムとして、フィリピンの 600 万人の子どもたちにポリ
オ予防接種を支援しました。その後、1985 年にポリオ撲滅が
開始されました。1987 年には、「平和フォーラム」が開催さ
れ、2002 年のロータリー平和フェローシップへと発展しまし
た。2008 年 6月には「未来の夢計画」を承認し、2010 年 7
月全世界 100 地区（日本国内 6地区）、続いて 2013 年には
全地区で計画が展開され、地区補助金、グローバル補助金を
導入しました。

将来の方向性を示すクラブの進むべき羅針盤としては、3つ
の重要項目が挙げられます。最初は、クラブのサポートと強
化。これは様々な奉仕活動への参加を奨励することです。次に、
人道的奉仕の重点化と増加。その中には、ポリオ撲滅、青少
年や若きリーダーの支援、他団体との協力やつながりをふか
めること、国内外の地域社会で成果をもたらすプロジェクト
を生み出すことなどが挙げられます。最後は公共イメージと
認知度の向上。これは、行動を主体とした奉仕を推進すると
いうことです。

ロータリー財団の正式名称は「国際ロータリーのロータリー
財団」です。ロータリー財団の使命は、ロータリアンが人々
の健康状態を改善し､ 教育への支援を高め､ 貧困を救済する
ことを通じて､ 世界理解､ 親善､ 平和を達成できるように
することです。会員の寄付だけを財源としています｡ つまり、
国際ロータリーもロータリー財団もその基本理念は、超我の
奉仕という理念なのです｡

是非、皆様も「ロータリーの友」やガバナー月信を読んだり、
「My	Rotary」を使って勉強してみてください。クラブ会長を
はじめ、クラブ会員全員で、奉仕プログラムを話し合い、活

気にあふれた、柔軟性と革新性のあるクラブとなるために目
標設定のための活動計画を立てていきましょう。5年後のク
ラブを想像してください。きっと今以上に楽しいクラブになっ
ていることでしょう。

ニコニコリポート 波木井 輝昭 副会場監督
大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、相良 久征 副幹事

川野地区財団委員長、本日の卓話、よろしくお願いします。
「わかりやすく」をモットーにお話いただければ幸いです。

川野 正久 君
本日、卓話をさせていただきます。

戸川 俊雄 君、宮崎 秀樹 君、洪 征治 君、柳澤 信夫 君
今日は暖かいですね。川野さん、卓話、よろしくお願いします。

武田 信平 君
4 日にルヴァンカップ決勝が行われました。ご存知のとお
り敗戦となりました。4 回目の決勝進出でしたので、今回
は取れるだろうと大きな期待を持って観戦に行きましたが、
残念な結果となりました。開始早々の 45 秒、考えられな
いようなミスが起こり失点してしまいました。これでゲー
ムプランが大きく狂ったと思います。その後は押してはい
るものの点に結び付かないという展開になりました。終了
間際の失点は、押せ押せで前に人数をかけているときのカ
ウンターですので仕方がなかったと思います。捲土重来ですね。
去る 11 日と 12 日の両日に渡り「日本アンプティサッカー
選手権大会」を執り行いました。大会は、両日とも天候
に恵まれ、爽やかな青空の下で執り行うことができまし
た。1,000 人を超えるお客様に、素晴らしい技術、スピード、
迫力、諦めない心を見ていただけたと思います。初めて観
戦された方からは一様に「アンプティサッカーって、こん
なにおもしろかったんだ。素晴らしいね。来年も来るよ」
と驚きとお褒めのお言葉をいただきました。ご来場された
皆様方に満足していただける充実した大会になったと自負
しております。ご協力ありがとうございました。

米山 元章 君
川野さん、卓話よろしくお願いいたします。

朝山 浩 君
川野 地区財団委員長、本日の卓話、よろしくお願いいたします！

齊木 貴 君
先日の中原区民祭では、自転車のロックを 800 個、配らせ
ていただきました。おかげさまで、自転車盗難防止に大変
役立っているとの報告をいただいております。皆様のご協
力に感謝申し上げます。

プログラム委員会：クルーズ 由美子 君、波木井 輝昭 君
朝山さん、川野さん、本日はよろしくお願いいたします。
勉強させていただきます。

親睦委員会：谷口 一成 君、妻鹿 琢生 君、平野 和枝 君、
石原 安 君

川野さん、朝山さん、本日のロータリー財団月間卓話よろし
くお願いいたします。楽しみにしております。


