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2018 － 19 年度　　国際ロータリーのテーマ
『インスピレーションになろう』

RI 会長　　バリー・ラシン

川崎北ロータリークラブ会長の方針
『成功するまでち

・
が
・
う
・
ことをやり続ける！！』

会長　佐久間 馨

会　長　佐久間 馨 幹　事　　相良 久征 会報委員長　　大塚 正一
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 二子玉川エクセルホテル東急

第2813例会	 平成 30 年 7 月 18 日（水）

ガバナー公式訪問例会
点　鐘 佐久間 馨 会長

スマイル体操 平野 和枝 親睦委員

司会と斉唱 松下 幸夫 会場監督
石原 安 ソングリーダー

「それでこそロータリー」

お客様紹介 佐久間 馨 会長
国際ロータリー第 2590 地区ガバナー
　金子 大 様（横浜中 RC）
国際ロータリー第 2590 地区・地区幹事
　千田 晴久 様（横浜中 RC）
国際ロータリー第 2590 地区・地区副幹事
　加藤 正泰 様（横浜中 RC）
　菊池 一行 様（横浜中 RC）
　齋藤 栄一 様（横浜中 RC）
　吉田 裕一郎 様（横浜中 RC）
国際ロータリー第 2590 地区第 2 グループガバナー補佐
　柳下 節子 様（川崎とどろき RC）
川崎 RC 会長　横田 圭二 様
川崎 RC 幹事　高橋 省吾 様
松波会員ゲスト　豊見山 徹 様
佐久間会員ゲスト　鍬崎 剛 様

出席報告 戸川 俊雄 出席委員
会員数 58 名 出席 38 名 欠席 20 名

（対象外 4 名） 出席率 70.37%
前々回訂正 欠席 13 名 MAKE UP 3 名

（対象外 4 名） 訂正出席率 87.27%
欠席者

星野君 星野（妃）君 花田君 小林（政）君 小泉君 
上山君 三浦君 溝淵君 峯岸君 茂木君 
三平君 柾木君 帯谷君 世良君 重田君 
関君 色摩君 谷口君 藁科君 横山君

お客様挨拶
川崎 RC 横田 圭二 会長　川崎 RC 高橋 省吾 幹事
川崎北 RC 様とは、1960 年以来のお付き合いをさせていただいてい
ます。今後益々のご発展を祈念申し上げ、佐久間会長以下、皆様のご
健勝を、それから佐久間丸の 1 年間の無事の航海を祈念申し上げます。

会長報告 佐久間 馨 会長
地区からの７月西日本豪雨　被災地支援への義援金協力依頼

（抜粋）被災地が広範囲で現地も混乱しており、具体的にどのような支
援を行うかにつきましては、現在被災各地区から情報を得つつ、ガバナー
会などでも検討中です。方向性が固まりましたら追ってお知らせします。
　会員１人当たり 1,000 円以上　　

　送金先：地区特別口座　　送金期限：8 月 10 日

幹事報告 相良 久征 幹事
1. 地区からの来信

①第 17 回ロータリー全国囲碁大会のご案内
　日時：10 月 6 日（土）10：00 ～ 16：00
　会場：日本棋院本院 
②地区ローターアクト 2018 ～ 19 年度全クラブ合同例会のご案内
　地区内全クラブが一堂に会し、各クラブの一年の抱負や活動計
　画の発表を行うとともに、当地区の代表経験者による卓話と参
　加者同士の経験交流会を行います。
　日時：7 月 29 日（日）13：30 ～ 16：45　17：30 ～ 19：30 懇親会
　場所：合同例会、横浜市開港記念会館第 6 会議室
懇親会：CIRCUS by hacocoro
登録料：合同例会 1,000 円　懇親会 4,500 円

2. 他クラブ例会臨時変更
●川崎高津 RC　
　7 月 26 日（木）⇒ 29 日（日）移動例会 高津区民祭
　8 月 16 日（木）休会
●横浜あざみ RC 

　8 月 8 日（水）移動例会 横浜ロイヤルウィング 点鐘 12：00

目録贈呈
小澤 秀昭 ロータリー財団委員長と若林 潤 米山記念奨学委員長か
ら第 2590 地区金子 大 ガバナーに目録が贈呈されました。

卓話
国際ロータリー第 2590 地区ガバナー　金子 大 様（横浜中 RC）
2018 ～ 19 年度、地区テーマと方針を 7 つにまとめました。
1、魅力ある RC 創りに向けて変革に取り組みましょう - 戦略計
画又は長期計画を策定し、推進し、組織改革や柔軟なクラブ運



営を実施し、変化に対応できる体制創りを目指していきたいと
思います。基盤となる地域に根ざしたロータリーの活動を行っ
ていただくことで、魅力のあるロータリークラブがより一層、
形づくられていくのではないでしょうか。

2、研修を拡充し、各会合や事業へ積
極的に参加しましょう - まず、各クラ
ブで、新会員に限らず、研修をより
一層充実させ、ロータリーへの理解
を深めた上で、地区の各会合や様々
な事業へ積極的にご参加いただき、
相互の親睦を深め、そのような活動
の実践を通して、ロータリーをより
理解していただきたいと思います。

3、会員増強とクラブ拡大に努めましょう - これも長きに渡り掲
げられてきた方針ではありますが、避けては通れない課題でも
あります。新しい職業、女性や若い世代、熟年世代、ロータリー
ファミリーといったように、これまで以上に視野を広げて増強
につなげ、具体的な目標としては、会員５０名以下のクラブは
純増１名以上、会員５１人以上のクラブは純増２名以上という
ことで地区目標としたいと思います。従来型ではない、新しい
形態のクラブ結成にも挑んでいただきたく考えております。

4、公共イメージと認知度の向上を図りましょう - 各クラブでの
広報活動の充実、というお願いなのです。私の知りうる限りでも、
様々なクラブの方々が、各地域に根ざしたすばらしい奉仕活動
を行っておられることと思います。ただ、折角のそのすばらし
い奉仕活動が、なかなかうまく広報媒体に掲載されていないよ
うにも感じます。グローバル広告キャンペーン「世界を変える
行動人」につきましては、インターネットのマイロータリーから、
それぞれご確認いただければと思います。

5、ロータリー財団に対するご理解とご寄附のお願い - 年次基金
寄付：1 人当たり 120US ドル以上、恒久基金寄付：ベネファク
ター、会員 50 名以下のクラブ１名以上、会員 51 名以上のクラ
ブ２名以上、ポリオへの寄付：今年度 1 人 50US ドル

6、ロータリー米山記念奨学事業へのご理解とご寄附のお願い -
普通寄付：1 人当たり 5,000 円以上、特別寄付：1 人当たり
20,000 円以上、合計 1 人当たり 25,000 円以上

7、ロータリークラブ対象のロータリー賞に挑戦しましょう：昨
年までは「会長賞」ということで、各年度毎の目標を達成した
クラブに、会長賞という賞が授与されるものでした。今年度か
ら名称が「ロータリー賞」となり、この賞の対象が各クラブだ
けでなく、ローターアクトやインターアクトも対象とされるよ
うになりました。これは RI が青少年奉仕に力を入れる考えの表
れだと思いますので、当地区でも、青少年奉仕活動により一層
力を入れていきたいと思います。

今年度の「インスピレーションになろう」というテーマで、私
なりに「課題に立ち向かう意欲を引き出し、皆を鼓舞し、皆の
励みになろう」という呼びかけをしていますが、それは、ロー
タリアンとしてあるべき姿ではないでしょうか。ロータリーで
は、人のつながりが活動の源であり、奇跡を起こす基である
と考えています。皆で連携してこそ達成感が得られるわけです。
是非、皆様で体感していただける一年になることを願っていま
す。ありがとうございました。

ニコニコリポート 松下 幸夫  会場監督
国際ロータリー第 2590 地区ガバナー金子 大 様（横浜中 RC）

本年度ガバナーを拝名いたしました横浜中 RC の金子 大（かね
こ ゆたか）でございます。本日はお世話になります。貴クラ
ブの皆様のご指導とご協力をいただきながら、クラブの可能性
を拡げていくために努力する所存です。どうぞよろしくお願い
いたします。

国際ロータリー第 2590 地区幹事 千田 晴久 様（横浜中 RC）
金子ガバナーに同行致しました。よろしくお願いいたします。

国際ロータリー第 2590 地区副幹事 加藤 正泰  様（横浜中 RC）
金子ガバナーのお伴で参りました。よろしくお願いいたします。

国際ロータリー第 2590 地区副幹事 吉田 裕一郎 様（横浜中 RC）
こんにちは。今日は金子 G の応援で来ました。川野 PG をはじ
めクルーズさん・野口さん・洪さんなど財団でも大変お世話に
なり、ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。

国際ロータリー第 2590 地区副幹事 齋藤 栄一 様（横浜中 RC）
本日はメカニック担当で来ました。よろしくお願いいたします。

国際ロータリー第 2590 地区副幹事 菊池 一行 様（横浜中 RC）
金子ガバナー年度地区副幹事（ロータリー財団、総務担当）
ならびに地区大会幹事を務めます。金子ガバナー地区大会は、
11 月 9 日（金）、10 日（土）にパシフィコインターコンチネ
ンタルホテルで開催致します。どうぞ皆様全員のご出席を賜わ
れば幸いです。川野財団委員長お世話になります。

国際ロータリー第 2590 地区第 2 グループ　ガバナー補佐　
　柳下 節子 様（川崎とどろき RC）

第 2 グループ第 1 回目の公式訪問です。金子大ガバナー、千
田晴久地区幹事、加藤正泰地区副幹事、齋藤栄一副幹事、菊池
一行地区副幹事、吉田裕一郎地区副幹事と共に伺いました。よ
ろしくお願いいたします。

川崎 RC 横田 圭二 会長、高橋 省吾  幹事
本日は、表敬訪問に参りました。どうぞ、よろしくお願いいたします。

佐久間 馨 会長、貝田 洋 副会長、相良 久征 幹事
国際ロータリー第 2590 地区金子ガバナー、柳下ガバナー補佐、
千田地区幹事、加藤地区副幹事、菊池地区副幹事、齋藤地区副
幹事、吉田地区副幹事、川崎ロータリークラブ横田会長、高橋
幹事　本日は公式訪問頂きありがとうございます。また、本日
のゲスト豊見山様、鍬崎様、例会をお楽しみください。

市川 清 君
公式訪問を祝して。

川野 正久 君
金子ガバナーはじめ横浜中 RC の皆様ようこそお待ちしており
ました。今年はとくに暑いのでご健康に気をつけて頑張ってく
ださい。

武田 信平  君
ワールドカップの熱い戦いもフランスの優勝で幕が閉じました。
フランス対クロアチアの決勝戦も素晴らしい試合でした。ワー
ルドクラスのレベルは高いですね。トップスピードでボール
を扱うテクニック、判断力、スタミナ、どれもこれもずば抜け
ています。あのような選手をどうしたら育成できるのか。日本
の課題ですね。J リーグも今日から再開です。フロンターレは、
コンサドーレ札幌とアウェーで戦います。

川崎北ロータリークラブ　会員一同 
金子ガバナー、柳下ガバナー補佐、地区幹事、副幹事の皆様本
日はご多用中の所、お越し頂き誠に有難うございます。心より
歓迎申し上げます。本日の卓話、楽しみにしております。


