『世界へのプレゼントになろう』 Be a gift to the world
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第 1335 回 （本年度 18 回）

れた決議という形式で、文書により提出する事。
提出の際、クラブ幹事の署名入りで提出する事。
※提出期限：2016 年 1 月 18 日(月)地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ宛

平成 27 年 11 月 19 日（木） 例会
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「それでこそロータリー」

会員出席報告
本 日

小林

会 員 数

出 席

２５名

１８名

正樹

親睦委員

欠 席
７名

出 席 率
７８．２６％

前々回(11 月 5 日)欠席 5 名
Make up 2 名
１００．０％
欠席者：古越会員、戸張会員、徳安会員、歌崎会員、髙木会員

お客様紹介

市川

功一 会 長

２．地元地域社会の顕著な問題やニーズに取り組むｸﾗﾌﾞ
の活動を表彰する「意義ある業績賞」候補
プロジェクト募集のご案内が届いております。
※応募締切：2016 年 1 月 25 日(月) 必着（郵送）
３．2016-17 年度地区委員長の委嘱状が届いております。
・市川功一会員：地区国際奉仕委員長

幹事報告

会田

公雄 幹事（11 月 26 日）

１．地区からの来信
①地区Ｒ財団補助金管理セミナー開催のご案内が
届いております。
日時：2015 年 12 月 14 日(月) 15：00-17：30
場所：メモワールプラザソシア２１
※会長、Ｒ財団委員長または、会長ｴﾚｸﾄ､会長ﾉﾐﾆｰ
より ２名のご出席をお願い致します。

箕田 敏彦 様
（国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2590 地区ガバナー 横浜 RC）
上保 純一 様
２．他クラブ例会臨時変更
●川崎中央RC
（国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2590 地区 地区副幹事 横浜 RC）
12月14日⇒13日(日) ｸﾘｽﾏｽ家族会 川崎日航ﾎﾃﾙ
小泉 正博 様
12月28日(月) 休会
（国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2590 地区第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
1月4日⇒7日(木) 新春4RC合同例会 川崎日航ﾎﾃﾙ
川崎中原 RC）
1月11日(月･祝) 休会

本日のミニ情報

市川

功一 会長

地区大会のとき杉谷 RI 会長代理が、日本は 3 ゾーン
（世界 34 ゾーン）から成っているが、1 ゾーンの会員
数は 3.5 万人が基準なので 8.8 万人では 3 年後の再編
成のとき 2.5 ゾーンになる可能性があり、RI 理事も減
る。会員候補を定年退職者、女性、衛星・E クラブと広
げていきたいと話され、私たちもこれを実行していく
必要があると感じました。

会長報告

市川

功一 会長（11 月 26 日）

１．地区より、2018-19 年度ガバナーノミニー候補者推
薦に関する文書が届いております。
・クラブは、自クラブに所属する会員を 1 名だけガ
バナーノミニーに推薦できる。
・推薦は、候補者を推薦するクラブの例会で採択さ

●川崎西北RC
12月17日(木) 年末家族会 屋形船 品川「船清」
12月31日･1月7日(木) 休会
●川崎百合丘RC
12月22日(火) 年末家族会 ﾎﾃﾙﾓﾘﾉ新百合ヶ丘
12月29日(火) 休会
1月5日(火)
移動例会「とん鈴」
点鐘18：00
●川崎宮前RC
12月29日･1月5日(火) 休会
３．他クラブ会報の回覧
新川崎RC
４．次週12月 3日(木)は、早朝移動例会です。
コメダ珈琲 武蔵中原FC店にて 点鐘 7：30
また、例会終了後には理事会を開催致しますので、
ご出席のほどよろしくお願い致します。

長寿会員表彰
仁上喜久夫会員・山田一之会員

卓

話 ガバナー公式訪問

先ほど計画書を拝見し、会長、幹事と 1 時間近くお話
をさせていただきました。川崎中原ロータリークラブ
は、優良クラブとして尊敬しています。1 点だけ職業
分類表が本来職業を分類するものが、人を分類してい
るようになっていましたので。その点だけ修正をお願
いしました。その他は素晴らしい計画書でした。今日
はガバナーエレクトがどのような教育を受けてガバナ
ーになるのかお話ししたいと思います。その前年にガ
バナーノミニーとして指名委員会に指名されます。そ
して 1 年たってガバナーエレクトになりますと、9 月
の 3 日間、東京のホテルで、家内同伴で教育を受けま
す。12 月にまた 3 日間、東京にて家内同伴で教育があ
ります。最後に 1 月 18 日からアメリカのサンディエゴ
で研修を受けます。この研修は厳しい研修で朝 8 時半
から夜は 9 時半から 10 時くらいまで毎日研修を行いま
す。研修に 5 分遅刻すると未受講扱いとなり、のちに
追加の研修を受ける必要があります。会場はとても大
きなホテルで、研修の部屋がその都度変わります。大
きな部屋は全員集まる部屋で、3000 人くらい集まり受
講します。それ以外はそれぞれ小さな部屋に移りまし
て研修が始まります。日本は 34 地区あり、34 人のガ
バナーエレクトが受講しますが、2 部屋に分かれて教
育を受けました。この研修は単に話を聞くだけでなく、
「どう思うか？」という質問が常に飛んできます。そ
の都度答えなければならない。答えがおかしいとお叱
りを受ける。そういう研修です。まったくホテルの外
に出る暇はありません。大部屋は、3000 人集まっても
半分使っているかどうかというような広さです。廊下
側に 4 つの扉があり SAA が入口に立っております。日
本と違い甘くないです。遅刻するといれてないですし、
常に睨みつけています。名札を首から下げていますが、
私の場合「TOSHI」しか書いてません。電子システム
を使い名札で出欠の管理をします。ポケットにも物が
入っていると出す必要があります。ピストルや爆薬が
ないか確認するのです。席は指定されており、SAA は
この「TOSHI」という名札を見て席を案内します。席

には札がおいてありました。なぜこの名札だけでわかる
か不思議です。始まる 5 分くらい前に駆け込んできた
隣の人が元海軍で横須賀にいたことがあり、話しかけて
きましたので話をしていましたら、SAA に背中を強く
たたかれ「シッ」と静かにしなさいというしぐさをしま
した。それ以降静かにしておりました。アメリカの例会
の凄さ、を感じました。SAA にたたかれたことは忘れ
ないでしょう。
K.R.ラビンドラン会長はまず「世界へのプレゼント
になろう」と発表されました。また、ポリオ撲滅の話も
されました。職業分類の大切さも話されました。私も各
クラブに職業分類表の提出を求めました。ロータリーの
ブランディングについてもお話しされました。ロータリ
ーのブランドが低下していることを心配されていまし
た。昔はロータリークラブは駅前に時計塔を寄贈したり、
交通安全の標語を乗せた看板を立てたりしていました。
最近は周年記念の事業でもこういうことはあまり行っ
ていません。横浜ＲＣでは過去、桜の木の植樹を行いま
した。現在は春になると桜が満開になります。そういう
ことをしていただければ、ロータリークラブについて興
味を持っていただけるのではと思っております。私は次
のお願いをしたいと思います。
・教育研修を実施しましょう
・地区の会合に参加しましょう
・地域に密着した活動を行いましょう
・長期計画を立てましょう
・ロータリー財団等に対する協力とお願い
・会長賞にチャレンジしましょう
これを実現していただきです。本日はどうもありがとう
ございました。

ニコニコ報告

小林

正樹 親睦委員長

箕田 敏彦 様 （国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2590 地区ガバナー）
本日は公式訪問にお邪魔いたしました。よろしくお
願いいたします。
上保 純一様（国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2590 地区 地区副幹事）
担当地区副幹事の上保です。今日はよろしくお願
いいたします。
小泉 正博 様（国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2590 地区ガバナー補佐）
本日はガバナー公式訪問です。よろしくお願い致します。
市川 功一 会長 会田 公雄 幹事
本日、当地区の箕田敏彦ガバナーをお迎えしての公式訪
問例会です。ガバナーには先週末の地区大会でいろいろ
とお話をお伺いした後ですが、本日もご指導のほどお願い
申し上げます。

ＳＡＡ一同
パリで大変物騒な事件が起きてしまいました。心配です。今
日はお天気も良く、箕田ガバナーをお迎えしての例会です。
しっかり勉強していきましょう。
「みんなニコニコ」箕田ガバナーようこそお越し下さいまし
た。
仁上 喜久夫 会員・鈴木 次男 会員・原 秀元 会員
工藤 和弘 会員・山本 剛 会員・島田 叔昌 会員
若狭 滋則 会員・都倉 八重子 会員・小林 正樹 会員
江口 進 会員・神谷 直 会員

親睦委員会一同
箕田ガバナーようこそお越しくださいました。ロータリ
ーとは、奉仕とは、親睦とは多くを学ばせて頂きます。
ニコニコボックス

本日

26,000 円

累計

348,000 円

記念日ニコニコ

本日

0円

累計

45,000 円

