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第2984例会 令和4年7月20日（水）
（本年度第3回）

点　鐘 齊木貴 副会長
司会と斉唱 朝山浩 会場監督

半澤 剛 ソングリーダー
「それでこそロータリー」

出席報告 戸川俊雄 出席委員
会員数48名 出席28名 欠席20名

（対象外6名） 出席率66.67%

前々回訂正 欠席15名 MAKE UP 2名

（対象外6名） 訂正出席率82.22%

お客様紹介 齊木貴 副会長
川崎鷺沼 RC　小川湧三 様

会長報告 齊木貴 副会長
1. 新型コロナウイルスの感染が拡大しております。

第 7 波、行動制限はかかっておりませんが、皆様どうぞご自愛くだ
さい。

幹事報告 谷口一成 幹事
1. 地区からの来信

本日はございません。
2. 他クラブ例会臨時変更

● 川崎西 RC
8 月 12 日 ( 金 )　休会

● 川崎高津南 RC
8 月 8 日 ･15 日 ･29 日 ( 月 )　休会

3. 活動計画書をお送り頂きましたので回覧いたします。
川崎中央 RC、川崎中原 RC、川崎百合丘 RC

4. 他クラブ会報の回覧
川崎中原 RC

RC 公共イメージの向上 大塚正一 研修委員
公式ガバナー訪問が急遽延期となったので、この時間を頂いて
・地区公共イメージ委員長としてブランドイメージの確立
・国際ロータリーが気にしている、差別化したい奉仕団体
について、ご案内させて頂きます。

内容的には、2015 年、2018 年、2022 年に卓話したものを合わせた
ようなものです。
聞いた事あるなと思われることもあると思いますが、ご了承ください。

ブランドイメージの確立
RI のホームページからダウンロードできる資料に、
・ロゴの使い方
・色の使い方
・ロータリーとしての文章表現のしかた
など、細かな決まりごとが書かれていますので、公共イメージ関係の
方には目を通していただきたいと思います。

「公式ロゴ」例にあるように、クラブ名、地区番号、ゾーン番号のいず
れか１つを "Rotary" の文字下に配置する決まりとなっています。　
ただし、歯車マーク右下の " Ⓡ " が付いたものは、地区クラブで使用
することはできません。
地区クラブで「公式ロゴ」を使用するときは、歯車右下の " Ⓡ " を削
除して使うことになります。
印刷物やウェブで使う画像も同様ですが、まだ RI から「どこまで厳格
に順守するか」という指針が出ていないので、名刺等の表記は従来通
りで進めているのが現状です。
もう一つ「公式ロゴ」を使用するときに、ロゴ周囲に一定の白地が必
要と決められています。

地区クラブで「公式ロゴ」を使う際、"Rotary" の文字下にクラブ名、
地区番号、ゾーン番号のいずれか１つを載せると書きましたが、
日本語表記か英語表記かで違いがあります。
・英語表記の場合

"Rotary" の文字上に "Kanagawa" などの文字を 1 行だけ入れること
ができます。

・日本語表記の場合
"Rotary" の文字下しか表記することはできませが、2 行入れることが
できます。

以上、ロゴ等に関する主だったものを紹介しました。

ロータリアンは同種の団体に同時に在籍できる ?
ケンタッキーフライドチキンの店頭にカーネル・サンダース人形が置
かれているとき人形のラペルにあるバッチを見ると
・ロータリークラブ
・フリーメイソンリー ( シュライナー会員 )
の 2 つが付いていることが判ります。



■ライオンズの道徳観（職業倫理）
ローリークラブと似たような職業倫理が掲げられいます。

■ライオンズ道徳観（公民としての義務）
ライオンズクラブ独自の観念として掲げられています。

■世界的な奉仕活動
ライオンズクラブはヘレン・ケラーの要請で、失明者や視覚障碍者の
支援を行っていますが、ロータリークラブもビル・ゲイツと協力し「ポ
リオ・プラス」を行っています。来る 10 月 21 日に横浜・桜木町駅前
でイベントを行いますのでご協力お願いします。

ニコニコリポート 松山直樹 副会場監督
川崎鷺沼RC 小川　湧三 様

今年度もお世話になります。
横山芳春 会長、齊木 貴 副会長、谷口一成 幹事

本日は横山会長体調不良にてお休みをいただいております。
本来はガバナー公式訪問も予定でしたが延期となりました。
皆様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
また大塚会員には急遽卓話をお引き受けいただきありがとうござい
ました。

松田卓也 君
私事ですが、この度7月7日に入籍し夫婦となりました。
これからは腰を据えて妻と一緒に二人三脚で精進していきたいと
思っていますので、皆様これからも夫婦共々よろしくお願いいたし
ます!

朝山浩 君
私事なのですが左足の半月板を損傷してしまい
お医者様そして奥様から「体重落とせや!!」と言われてしまいまし
た!!!
頑張りまーす!!!

ビール同好会：大部哲也 君、洪征治 君、戸川俊雄 君、柳澤信夫 君、
　　　　　　　宮崎秀樹 君

本日の例会は突然の予定変更で、大塚会員の卓話、誠に楽しみにし
ております。
COVID-19の感染も もうしばらくです。
例会には積極的に参加して、交流を楽しみましょう。

プログラム委員会：鈴木拓朗 君
本日はガバナー公式訪問の予定でしたが、急遽延期となりました。
大塚会員、卓話をお引き受け頂きありがとうございました。
よろしくお願いします。

社会奉仕委員会：半澤 剛 君
大塚さんの卓話楽しみです。

親睦委員会：峯岸雅宏 君、丸山 久 君、加瀬健史 君、飯塚光洋 君、
　　　　　　色摩和恵 君

大塚会員　卓話よろしくお願いします。
SAA：朝山浩 君、松山直樹 君、髙橋純司 君

大塚さん卓話のピンチヒッター有難うございます!!!
今年度はニコニコ基金の積み立てが重要な年です!
皆様のニコニコリポートご協力をSAA一同お待ちしております。

このことからカーネル・サンダース氏は 2 つの団体に所属していたこ
とになりますが、フリーメイソンリーは記録を残さないので文献とし
ては残っていません。
現在、このように同時に所属できるか日本事務局に問い合わせた結果、

「理事会が承認すれば、入れないことはないが、好ましくない」とい
う回答でした。
1998 年、ロータリー章典（4.020）にこのことが記載されました。
もし、他の団体に参加を考える際は、理事会に諮って承認を受けるこ
とに留意してください。

差別化したい奉仕団
複数の奉仕団体がありますが、ロータリークラブに並ぶ有名な奉仕団
体として
・ライオンズクラブ

後ほど説明します。
・キワニスクラブ

1915 年設立の「まず子どもを第一に考えよう (Young Children 
Priority One)」を掲げる奉仕団体

・国際ソロプチミスト
1921 年設立の女性の地位向上を目指す、女性の世界的な奉仕団体

・国際ゾンダ
1919年設立の女性の地位向上のために協力し合う世界的な奉仕団体。

・フリーメイソンリー
 16 世紀後半から石工職人の社交クラブや友愛団体で、会員はフリー

メイソンと呼ばれ団体名はフリーメイソンリーとなります。フリー
メイソンリーは非公開団体のため構成人員数は不明です。

 ロータリー財団にあたるのが、メイソン財団になります。

これらの中で、ロータリークラブが差別化したいと考えている団体は、
ライオンズクラブです。それぞれのクラブの違いは、次のようなもの
になります。
■活動単位
・ ロータリークラブは、「会員 1 人を、ひとつの奉仕単位として活動

する職業奉仕団体」
・ ライオンズクラブは、「クラブ全体を、ひとつの奉仕単位として活動

する社会奉仕団体」」
このように奉仕活動の単位が異なっていますが、一般的にはその差が
理解されにくいようです。

■会員行動規準

■モットー

■奉仕の理念

本日 累計

ニコニコリポート 24,000円 151,000円
ニコニコボックス 0円 0円


