『ロータリー：変化をもたらす』 Rotary：Making A Difference
ＲＩ会長 イアン・ライズリー 第２５９０地区ガバナー 湯川孝則

川崎中原ロータリークラブ会報
川崎中原ロータリークラブ会報
KAWASAKI NAKAHARA R.C. WEEKLY／2017～2018

会長・高瀬 建夫 幹事・河合 束 会場監督・小林 正樹 会報委員長・神谷 直
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
TEL.044-722-7282 FAX.044-722-0066 E-mail:info@nakahara-rc.com
◆例会場 ホテル精養軒 第１木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855

◆内藤 幸彦 第 2 グループガバナー補佐

第 1413 回 （本年度 8 回）

本日、湯川孝則ガバナーの公式訪問に参りました。意義
のある楽しい例会にいたしましょう。
また、先日 10 月 17 日(火)の川崎中 RC45 周年記念式典に
は多くの会員のご参加頂きまして心から感謝申し上げま
す。よろしくお願い申し上げます。

平成 29 年 10 月 26 日（木）
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「我らの生業」「友達になろう」

会員出席報告
本 日

宮崎玲児 親睦･出席委員長

会 員 数

出 席

２８名

欠 席

２２名

６名

出 席 率
８４．６２％

前々回(9 月 21 日) 欠席 6 名 Make up 2 名 ９６．００％
欠席者：坂口会員、徳安会員、髙木会員、若狭会員
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孝則 様（横浜西ＲＣ）

（国際ロータリー第 2590 地区ガバナー）
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宏為 様（横浜西ＲＣ）

（国際ロータリー第 2590 地区・地区副幹事）
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幸彦 様（川崎中ＲＣ）

（国際ロータリー第 2590 地区第２Ｇガバナー補佐）
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君

（青少年交換学生）

Ｒ財団･米山寄付金目録贈呈

◆高瀬建夫 会長・河合 束 幹事
朝から晴れたのは久し振りです。気持ちがいいけど冷え
ましたね。今日はガバナーさんの公式訪問です、しっか
り勉強しましょう。例会後のガバナーさんとの懇談会に
も参加してください。 湯川ガバナーよろしくお願いい
たします。

◆河合

束 幹事

Allen の 3 週間の報告です。10 月 4 日はポリオ撲滅チャ
リティーディナーショーに参加しました。現在は 24 日か
ら 27 日まで橘高校の定期考査中で Allen は英語と数学の
テストを受ける予定です。そして、昨日は川崎北 RC へ支
援のお礼に伺い、明日 27 日から 29 日まで神谷さん宅に
ショートステイで受け入れて頂きます。

◆ＳＡＡ一同
湯川ガバナーようこそお越し下さいました、しっかり勉
強させていただきます。
◆研修委員会
前回の研修会会費の残金をニコニコします。

◆親睦委員会

宮崎 会員

今日は快晴です。
湯川ガバナー本日はよろしくお願い致します。

「みんなニコニコ」
堤 研司 会員・鈴木
会田 公雄 会員・市川
渡久地政房会員・若狭
工藤 和弘 会員・山田
神谷 直
会員・東出

次男
功一
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会員・小泉 正博 会員
会員・江口
進 会員
会員・内藤 松雄 会員
会員・山本
剛 会員
会員・島田 叔昌 会員

委員会報告
ニコニコ報告
◆湯川

宮崎玲児 親睦･出席委員長

孝則 ガバナー

今日は久しぶりの快晴です。川崎中原RCの皆様と熱く
語り、クラブと地区とが調和のとれた活性化にむけて
がんばる所存です。よろしくご指導ご助言をお願いい
たします。

◆李

宏為 地区副幹事

本年度、副幹事の李宏為（リ ヒロタメ）です。
どうぞよろしくお願いいたします。

◇宮崎玲児 親睦委員長
12 月 21 日(木)に年末家族会があります。楽器演奏・
歌を歌われる方など、出演者を絶賛募集中です！

◇小泉正博 30 周年記念誌委員会
委員会の皆さんと何回も打合せを重ねて、ようやく 30
周年記念誌が出来上がりました。良いものが出来たと
自負しておりますが、もしも間違いなどがありましたら
ご容赦下さい。ＣＤには、記念誌に収まらなかった写真
も入っていますのでご覧いただければ幸いです。

◇ガバナーのご紹介：内藤幸彦ガバナー補佐

〔略歴〕
○1939年5月１2日生
○1962年明治大学政経学部経済学科卒
○2001年シンメイグループＣＥＯ就任現在に至る
○2007年株式会社シンメイ代表取締役会長現在に至る

今回のガバナー公式訪問にあたり、ガバナー補佐からの報

〔公職歴（全て現職）〕

変活気があり今後も期待していると聞いています。私もそ

○明治大学維持クラブ員
○明治大学連合駿台会理事
○東京商工会議所大田工業部会副分科会長
○社団法人裏千家淡交会関東第三支部副支部長
○社団法人裏千家淡交会代議員推薦委員

う思います。期首資料を拝見しました。平均年齢が６１．

〔ロータリー歴〕
○1983 年4月
○1987 年6月
○1994年10月26日
○2008-09年度
○2012-13年度
○2013-14年度
○2014-15年度
○2016-17年度

東京荏原ロータリークラブ(D2750)入会
東京荏原ロータリークラブ退会
横浜西ロータリークラブ入会
横浜西ロータリークラブ会長
地区クラブ奉仕委員
第８グループガバナー補佐、
オン・ツー・シドニー委員
地区戦略計画委員
オン・ツー・アトランタ委員長、
地区戦略計画委員、地区危機管理委員

Ｒ財団メジャードナー、ベネファクター、ＭＰＨＦ、
米山功労者マルチプル

卓

告が届いております。貴クラブは今年から月２回の例会に
変更になりましたが、研修会などを使って懇親を維持する
ことに注力しています。様子を見守りたいと思っていると
のことです。また、中原 RC には「友の会」も存在し、大

２か月で若いクラブですので活気があるのも納得です。ロ
ータリーが変わるのではなく、まず自分が変わらなければ
ならない。友の会には大変期待しています。ロータリーを
まず知ってもらうということで良いことだと思います。
本題ですが、ロータリークラブの会長になるためには勉強
会を受けていただく必要がございますが、ガバナーになる
ためにもＧＥＴＳという研修を受ける必要があります。
今年の 1 月にアメリカのサンディエゴで、ガバナーの研修
会・国際協議会がありました。日本からは 34 地区、 それ
ぞれ 34 名のガバナーエレクトとその配偶者、またその他
の国々からは、539 名のエレクトと配偶者が一堂に会しま
した。イアン H.S.ライズリーRI 会長を中心に、午前 9：
00 から研修が月曜日から金曜日まで行われました。配偶
者は、配偶者同士の講習会もありました。

話

国際ロータリー 第 2590 地区ガバナー

湯川

孝則 様

（横浜西 RC）

ご紹介を頂きました湯川です。本日はよろしくお願い致
します。先ほど、今年５月にご招待いただきました 30 周
年記念式典のりっぱな記念誌を見せて頂きました。今を
時めくあの若き政治家 小泉進次郎氏を迎えて開催され
たということで、このクラブの底力に感動しました。
ありがとうございます。
また、過日開催されました地区大会記念ポリオ撲滅チャ
リティーディナーショーにご支援いただき、ありがとう
ございました。出演者は、ロータリー財団の学友・米山
学友などでお金もかからずとても評判が良かったです。
地区大会記念チャリティーゴルフにも参加いただきあり
がとうございました。氷雨の中、キャンセルもほとんど
なく開催できましたことに感謝いたします。

ライズリーRI 会長は、オーストラリアの公認会計士の方
で、国内外の企業会計を専門とする Ian Riseley & Co．
の社長を務め、オーストラリアの地域社会への貢献が認め
られ、オーストラリア政府から勲章を授与されています。
持続可能な奉仕というロータリーの目標にとって、環境保

護と温暖化抑止がきわめて重要である、来年 2018 年 4 月
20 日の「アースデイ」
（地球の日）までに全会員に 1 本以
上の植樹をしてほしいと提言されておられました。現在、
地区でもその

方策について検討しておりますので、実

施の際にはご協力をお願い致します。また、我々は奉仕
活動で成長・存続し、力をつけながら地域社会に、国に、
そして世界に「変化をもたらす」と宣言されました。

6.ロータリーの未来を担う人材の育成
明日のリーダーを育てることもロータリーの目標です。
7．RI 会長賞への積極的な挑戦
これは、戦略計画に推進することだと思います。
「ロータリー：変化をもたらす」ということで、
ロータリーがより活性化され、発展することを願い、皆様
のお力をお借りして、頑張っていく所存でございます。
中原 RC の皆様とも、共に語り合いながら 2590 地区のため
に頑張っていきたいと思っております。
ご指導ご協力の程、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

昨年 4 月の規定審議会において、歴史的な大きな変化
がありました。それは、大幅にクラブ運営上での柔軟
性が認められました。ライズリーRI 会長はこれを受け、
Making a difference（変化をもたらす）」を宣言され
ました。
会長報告 若狭 滋則 副会長（11 月 2 日分）
このライズリーRI 会長の方針に沿いながら勉強をして、 １．湯川孝則ガバナーより、公式訪問の礼状を頂戴して
私なりに地区方針を考えました。それが「ともに語ろ
おります。
（回覧）
うロータリー」
「友達になろう」です。
今年度の地区方針にある「ともに語ろう」の「とも」に
は 2 つの意味があります。1 つ目の「とも」は、
「共に語
ろう」、英語でいう「Together」の意味です。ロータリー
の活動の原点は、交流と親睦です。ロータリー活動をと
おして何を学び、何を実践するのか、共に語ろうではあ

２．地区大会記念チャリティゴルフ大会にご参加の方へ、
礼状と成績表が届きましたのでお渡し致します。
当日の参加者：132 名
被災地支援チャリティボックス：316,500 円
※若狭滋則会員、坂口精一会員

りませんか。ロータリーそのものの決まり、型式はあり

３．理事会報告（詳細は、次週会報に掲載）

ますが、ロータリーは皆、平等です。是非、 そういった

幹事報告

気持ちで熱く語っていただきたい。信頼と理解と友情を
深めていただきたいと思います。2 つ目の 「とも」は、
「友に語ろう」、英語でいう「Friends」 です。 私たち
には、ロータリーの仲間以外にもたくさんの友人がおり
ます。職場の友達、趣味の友達、そういう方々にロータ
リーを語ることによって公共的イメージを高め、認知度
の向上になり、それがまた、会員増強に繋がるのではな
いかと思います。
具体的に地区方針をまとめると以下の 7 つの項目が
あげられます。
1.クラブ戦略計画の推進
戦略計画委員会を設置し、柔軟性のあるクラブ戦略
計画策定を推進しましょう。
2.クラブ自主性の尊重
2016 年 4 月の規定審議会の決定により、クラブに柔
軟性が認められました。
3.会員増強とクラブ拡大の推進
①会員増強
目標、地区全体で会員数 純増 100 名
目標はクラブの自主性を尊重し、クラプが自主的、
積極的に会員増強目標を設定してください。
②クラブ拡大
新しい形態のクラブ拡大にチャレンジしましょう。
4.ロータリー財団のご理解とご寄付のお願い
ポリオ撲滅などを目標に頑張りましょう。
5.米山記念奨学事業へのご理解とご寄付のお願い
ロータリーの良き理解者を育成して、世の中に貢献
しましょう。

河合

束

幹事（11 月 2 日分）

１．地区からの来信
①第34回青少年指導者養成プログラム（ＲＹＬＡ）開催の
ご案内が届いております。
開催日：2017年2月17日(土)-18日(日) 一泊二日
場 所：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
※パンフレットが届き次第配付します。
各RC 1名以上のご推薦をお願い致します。
②ロータリーレート変更のお知らせが届いております。
2017年11月より、１ドル＝114円に変更
（ 10月は１ドル＝112円 ）
２．他クラブ例会臨時変更
●川崎高津RC
11月9日⇒11日(土) 移動例会 地区大会参加
11月23日(木･祝)
休会
11月30日(木)
第5週 例会なし
●川崎中RC
11月14日⇒11日(土) 地区大会参加
11月21日(火)
休会
12月12日(火)
年忘れ家族会 崎陽軒5階 点鐘17：30
12月19日(火)
休会
●川崎とどろきRC
11月20日(月)
休会
12月11日(月)
年忘れ家族会
12月18日(月)
休会

ｸｲｰﾝ･ｱﾘｽ日吉

●川崎百合丘RC
12月26日(火)
休会
３．他クラブ会報の回覧

新川崎 RC

