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川崎北ロータリークラブ

第2997例会 令和4年11月9日（水）
（本年度第 16回）

点　鐘 横山芳春 会長

司会と斉唱 朝山浩 会場監督
生垣繁 ソングリーダー
　「我等の生業」

出席報告 大部哲也 出席委員

会員数48名 出席32名 欠席16名

（対象外4名） 出席率72.73%

前々回訂正 欠席18名 MAKE UP 3名

（対象外5名） 訂正出席率76.74%

お客様紹介 横山芳春 会長
国際ロータリー第 2590 地区ガバナー
　　志村雄治 様（川崎南 RC）
国際ロータリー第 2590 地区 第 2グループガバナー補佐
　　吉崎治 様（川崎宮前 RC）
国際ロータリー第 2590 地区 地区財務委員長
　　村田眞一 様（川崎南 RC）

目録贈呈
川崎北 RCの委員会からロータリー財団へ、目録が贈呈されました。
川崎北 RCから米山記念奨学会へ、目録が贈呈されました。

会長報告 横山芳春 会長
1.  今週末に、志村ガバナー年度の地区大会が開催されます。
会費クラブ負担にて全員登録しておりますので、ご家族も含めて
是非ご参加ください。
　11月 11日 ( 金 )　点鐘：14：00
　　　　　　　　　　本会議：パシフィコ横浜会議センター3F 301・302
　11 月 12日 ( 土 )　点鐘：12：30
　　　　　　　　　　本会議：パシフィコ横浜会議センター1F メインホール
　　　　　　　　　　懇親会：18：00-19：00 301・302
※プログラムなどの詳細は、パンフレットにてご確認ください。

幹事報告 谷口一成 幹事
1. 地区からの来信
①  「米山奨学生を囲む集い」開催のご案内が届いております。
　日時：2022 年 12 月 4日 ( 日 )　16：00-18：30
　場所：崎陽軒 本店
※米山奨学生の毛雲帆さん、野口カウンセラー、ご出席を
　お願い致します。

②  ロータリーレート変更のお知らせが届いております。
11月のロータリーレート 1 ドル＝ 148 円
（10月：1ドル＝ 145 円）
③ RLI パート 3開催のご案内が届いております。＜再度＞
　日時：2022 年 11 月 27日 ( 日 )　9：00-17：20
　場所：聖光学院中学 ･高等学校

2. 他クラブ例会臨時変更

● 川崎鷺沼 RC
11 月 9 日 ( 水 ) ⇒ 12 日 ( 土 ) 地区大会参加 パシフィコ横浜
11 月 16 日 ( 水 ) ⇒ 15 日 ( 火 )　川崎高津 RC と合同親睦例会
　　　　　　　　　　　　　　KSP　点鐘 18：00

● 川崎幸 RC
12 月 16 日 ( 金 )　年忘れ家族会
　　　　　　　　　　　　ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 点鐘 18：00
12 月 23 日 ( 金 )、30 日 ( 金 )　休会

3. 他クラブ会報の回覧
　川崎とどろき RC

ガバナー公式訪問 第2590 地区ガバナー　志村雄治 様

【公職歴】
学校法人 志村学園理事長　白山幼稚園長
横浜高等教育専門学校　担当「健康指導法」
鎌倉女子大学　児童学部　前非常勤講師
公益財団法人 幼少年教育研究所　評議員
公益社団法人 全国幼児教育研究協会
　　　　　　　　　　神奈川支部前支部長
公益財団法人 神奈川県私立幼稚園退職基金財団　理事

【表彰歴】
・平成 29年度 神奈川県民功労者
・平成 29年度 文部科学省教育者

【ロータリー歴】
　1979年 1月　　　川崎日吉RC入会（88-89, 07-08年度会長）
　2011 年 11 月　　川崎南 RC入会 ( 合併により )
　1990-1991 年度　地区ローターアクト委員長
　1993-1998 年度　地区青少年交換委員（5度）
　1999-2001 年度　地区 GSE 委員（2度）
　2003-2004 年度　地区インターアクト委員長
　2004-2005 年度　第１Ｇガバナー補佐
　2006-2007 年度　地区新世代育成 ( 現 青少年奉仕 ) 委員長
　2008-2010 年度　地区世界平和フェローシップ委員長
　2011-2013 年度　地区ロータリー財団委員長
　2017-2021年度　ポール･ハリス ･ソサエティ(PHS)コーディネーター
Ｒ財団メジャー ･ドナー、ベネファクター、MPHF、PHS 会員、
米山功労者マルチプル

ジェニファー・ジョーンズ 国際ロータリー会長テーマ
　「イマジン・ロータリー」
想像してください、
私たちがベストを尽くせる世界を。
私たちは毎朝目覚めるとき、
その世界に変化をもたらせると知っています。
昨日のことをイマジン（想像）する人はいません。
想像とは未来を描くことです。
ロータリーでの参加型の奉仕、人間的成長、リーダーシップ開発、
生涯にわたる友情こそが、目的意識と熱意を生み出します。
私たちは今、果敢に、目的意識をもって行動し、リーダーシップ
を発揮できるかどうかが問われています。



ニコニコリポート 松山直樹 副会場監督
国際ロータリー第 2590 地区ガバナー 志村雄治 様
公式訪問で伺いました。よろしくお願いします。

国際ロータリー第 2590 地区 地区財務委員長 村田眞一 様
今年度、地区財務委員長の村田です。本日はガバナー公式訪問に
随行させていただきました。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 吉崎治様
本日の志村ガバナー公式訪問、よろしくお願い致します。

横山芳春 会長、齊木貴 副会長、谷口一成 幹事
志村ガバナー、川崎北 RCへようこそいらっしゃいました。
7月 20日の予定が変更になり、また地区大会直前のお忙しい時期
に重なり、申し訳ございません。本日はよろしくお願い致します。
吉崎ガバナー補佐、村田地区財務委員長にも同行いただきました。
よろしくお願い致します。

石井弘 君
志村ガバナー、公式訪問に本日はようこそお越しくださいました。
卓話、楽しみにしております。

川野正久 君
志村ガバナーをお迎えして。

川野正久 君、大塚正一 君
志村ガバナー、吉崎第 2G ガバナー補佐、村田地区財務委員長、
本日はようこそお越しくださいました。

佐久間馨 君
先週の日曜日、飯塚会員と加瀬会員がブリック＆ウッドゴルフ
クラブのクラブ選手権の 1回戦を勝ち 2回戦に進出しました。
今週末の 2回戦でお２人の対決になりました。残念ながらどちら
かが負けることになりますが、お２人の健闘を期待しています。

武田信平 君
フロンターレは先週 5日、優勝に向け絶対に勝たなければならない
最終戦をFC東京と戦いました。19分に先制するも29分にキーパー
が一発退場。押される展開が続き２対２と迫られたが、75分にオ
ウンゴールを誘い 3対 2で勝利。しかし、マリノスも勝利したた
め残念ながら優勝は逃しました。10人となりながらも体を張った
執念の戦いは、多くのファンに感動を与えました。キャプテンの谷
口は鼻骨を骨折しても戦い続ける素晴らしい闘志を見せました。

吉田明宏 君
11 月５日、フロンターレは FC東京と最終戦を味の素スタジアムで
行いました。観客 3万 6千人のうちアウェイにも関わらず 1万人
のフロンターレのファンサポーターが応援に駆け付けてくれまし
た。試合は開始 30分近くにゴールキーパーが反則退場に追い込ま
れ 10人での戦いを強いられましたが、勇猛果敢にゴールを目指し、
見事 3対 2で勝利することができました。首位のマリノスが勝利
したため、あと一歩優勝には届きませんでしたが、来年につながる
試合となりました。一年間、皆様からの温かい応援に感謝いたします。

親睦委員会： 峯岸雅宏 君、飯塚光洋 君、丸山久 君、星野将史 君、
クルーズ由美子 君

志村ガバナー、公式訪問を楽しみにしておりました。
吉崎ガバナー補佐、村田財務委員長、よろしくお願いします。

プログラム委員会： 鈴木拓朗 君
志村ガバナー、ようこそいらっしゃいました。

会員増強 ( 職業分類 ) 委員会： 佐久間馨 君
志村ガバナー、公式訪問おつかれさまです。
今後共よろしくお願い致します。

社会奉仕委員会： 半澤剛 君
◎ 志村ガバナーの公式訪問、楽しみにしておりました。
地区による「世界子ども絵手紙展」の後援もいただきありが
とうございます。
◎吉崎ガバナー補佐、村田財務委員長、お久しぶりです。

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

とてもよい季節になりましたネ !! 明るく過ごしましょう。
志村ガバナー、ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。

SAA： 朝山浩 君、米山元章 君、松山直樹 君、高橋純司 君
◎志村ガバナー、ようこそおいでくださいました !! 公式卓話、
　よろしくお願い申し上げます。
◎今年度はニコニコ基金の積み立てが重要な年です !
皆様のニコニコレポートご協力を

　SAA一同お待ちしております。

国際ロータリー第 2590 地区（ガバナー）方針
「ロータリーの再生」　～ 新たな挑戦 ～
1.  ロータリーの目的に沿った魅力あるクラブ創りに取り組み、
新たな挑戦をしましょう
・ ロータリーの原点である親睦と奉仕を基本に、各クラブに最も
ふさわしい楽しく充実したクラブ創りを目指しましょう。
・戦略計画 /長期計画を再調整し、それを遂行しましょう。
・ 会員の積極的な参加を促す新たなクラブ運営をめざしましょう。
・ ロータリーの目的にある職業上の高い倫理観とは、とりもな
おさず企業や組織の CSR（Corporate Social Responsibility）
であり、これは職業奉仕に他なりません。そこで、新入会員、
若年会員、女性会員とのつながりを築く機会を提供し、ロー
タリーの大きな強みを生かしましょう。（地区ではそのような
機会を支援していきます）
・ ロータリーの多様性・公平さ・インクルージョン（DEI）に
ついて理解し、各クラブ、地区で今後の取組みについて考え、
実践しましょう

2. 会員基盤の充実と強化をしましょう
・ 会員増強が最大の課題であり挑戦ですので、従来にない職業、
女性（特に重点をおきます）、若い世代の入会を促進しましょう。

3. 青少年奉仕活動の充実に向けて新たな挑戦をしましょう
・ インターアクトクラブ卒業生を中心にした「衛星クラブ」を
結成しましょう
8名以上で結成できる「衛星クラブ」を結成し、SDGS 等の活動
をしましょう
・ ローターアクトクラブも「衛星クラブ」結成を目指して、様々
な活動をしましょう
・ 青少年交換は、危機管理をしっかり行い、今年度 2～ 3名の
派遣学生を募集し、次年度からの再開をめざしましょう

4. 奉仕プロジェクトの充実を図りましょう
・ RI テーマは「イマジン・ロータリー」ですので、未来に向
かった各クラブにあった新しい奉仕プロジェクトの充実を
お願いいたします。

5. ロータリー財団と米山記念奨学事業に対するご理解と寄付に協力
しましょう
【ロータリー財団の寄付目標】
　〇年次基金寄付　一人当たり 150US ドル以上
　〇恒久基金寄付（ベネファクター１名相当の寄付額 1,000US ドル）
　　30名未満のクラブは 2022-24 年度に１名（1,000US ドル）以上
　　30名以上 50名未満のクラブは１名（1,000US ドル）以上
　　50名以上のクラブは２名（2,000US ドル）以上
　〇ポリオ・プラスへの寄付　一人当たり 30US ドル以上
　○ポール・ハリス・ソサエティーの会員を 60名以上
【ロータリー米山記念奨学事業への寄付目標】
　〇普通寄付　一人当たり 5,000 円以上
　〇特別寄付　一人当たり 20,000 円以上
　※合計で一人当たり 25,000 円以上

6. 公共イメージとロータリーの認知度の向上を図りましょう
・ 「ロータリーのビジョン声明」に謳われている "持続可能なよい
変化を生むために " 私たちは「ロータリーを理解し、ともに
行動しよう」という人々を増やしていく必要があります。そ
のために私たちは、ロータリーの存在を、ロータリーの活動
を外に向けて効果的に発信していきましょう。　　

7. 会員交流会（新人・職業等）を開催しましょう
・ 変動する時代を踏えたロータリーのあり方を考える会員交流会
を開催しましょう。

8. マイロータリーの登録率を向上させましょう
・ まだまだマイロータリーへの登録率が低いようですので、登
録率の向上をお願いいたします。

9.  2022-23 年度ロータリー賞（ロータリークラブ対象）に挑戦
しましょう
・ 必須項目を検討の上、その活動項目を達成しロータリー賞に
挑戦しましょう。

本日 累計
ニコニコリポート 46,000円 498,000円
ニコニコボックス 8,000円 8,000円


