
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

第 1439回 （本年度 第 10回） 

平成 30年 11月 15日（木）  
 

点  鐘  小泉 正博 会長 
 

司  会   今井  敬 会場監督 
 

斉  唱 「我らの生業」 
 

会員出席報告 江口  進 親睦委員長 

欠席者：会田会員、東出会員、坂本会員、坂口会員、髙木会員、

都倉会員、渡久地会員、 
  

お客様紹介 小泉 正博 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） 

地区幹事  千田 晴久様（横浜中 RC） 

地区副幹事 吉田裕一郎様（横浜中 RC） 

     窪倉  保 様（横浜中 RC） 

第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐  
柳下 節子様（川崎とどろき RC） 

 米山奨学生 韓  喬 君 
 

地区大会 長寿会員 表彰品お渡し 
 
山田一之会員・島田叔昌会員・田辺清夫会員 

山田会員・島田会員から一言 

「めでたくもあり めでたくもなし」 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 
 

◇研修･雑誌･広報委員会 小林正樹委員長 
ロータリーの友11月号の26頁に「新たな形のロータ

リークラブを設立」として宮崎アカデミーRCの記事が

掲載されています。 

宮崎大学関係者を中心に周辺の民間企業の代表者

が入会。日本や世界でもほとんど例がない、大学の中

に設置されたロータリークラブです。 

例会は、月2回 12：00-13：00 ビジター費500円 

資料をポスティングしましたので、ご覧ください。 
 

ニコニコ報告  江口 進 親睦委員長 

◆ガバナー  金子  大 様 

本年度ガバナーを拝命いたしました横浜中ロータリ

ークラブの金子 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。  
◆第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 柳下節子様 

金子 大ガバナー公式訪問です。 

ありのままの中原ロータリークラブをお伝えくださ

い。よろしくお願い致します。  

◆地区幹事 千田晴久様 

 本日は、金子 大ガバナーのお供で伺いました。 

地区幹事と致しまして、ガバナーをお支えし、ＲＩテ

ーマやガバナーの地区方針にのっとり地区の運営を

図ってまいります。宜しくお願い致します。 

◆地区副幹事 吉田裕一郎様 

 こんにちは。今日はガバナーのお供で来ました。貴ク

ラブ様には、地区にても河合さん､市川さん､都倉さん

をはじめ多くの方々に大変お世話になりありがとう

ございます。今年度 1年間よろしくお願い致します。 

◆横浜中 RC 窪倉 保様 

 本日は、金子 大ガバナーの随行で伺いました。 

 宜しくお願い致します。 

◆小泉 正博 会長・宮崎 玲児 副幹事 

金子 大 第 2590地区ガバナーをお迎えして。 
 

◆ＳＡＡ一同 

金子ガバナー、本日は有難うございます。 

しっかり勉強させて頂きます。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２９名 １９名 １０名 ７３．０８％ 

前々回(10月 18日)欠席 15名 Makeup 4名 ７５．００％ 

 

 

 

 

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 

◆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 
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『インスピレーションになろう』 Be the Inspiration 

ＲＩ会長 バリー・ラシン 第２５９０地区ガバナー 金子 大 



◆親睦委員会一同 

先日地区大会にうかがいました。千 玄室さんのご講演

でロータリーの職業奉仕の理念は、仏教の慈悲の心い

わゆる「布施」に通じるものがあると伺いました。 

感銘を受けました。 
 

「みんなニコニコ」 

金子ガバナーようこそお越し下さいました。 

若狭 滋則 会員・内藤 松雄 会員・山本  剛 会員 

中村 敏史 会員・堤  研司 会員・河合  束会員 

髙瀬 建夫 会員・Mr.SUZUKI 会員・市川 功一 会員 

神谷  直 会員・島田 叔昌 会員 

 
 

◇ガバナーのご紹介：柳下節子ガバナー補佐 
〔略歴〕 

○1946年8月1日生 

○学校法人横浜学院 理事長・学院長 現在に至る 

職業分類 教育 

〔ロータリー歴〕 

○1985年12月 横浜西ロータリークラブ入会 

○1989年 6月 横浜西ロータリークラブ退会 

○2000年11月 横浜中ロータリークラブ入会 

 職業分類：教育（学校） 

○2004-05年度 地区インターアクト委員 

○2009-10年度 横浜中ロータリークラブ会長 

○2010-11年度 地区社会奉仕委員 

○2011-13年度 地区職業奉仕委員 

○2016-17年度 第6グループガバナー補佐 

 オン･ツー･アトランタ委員 

 地区危機管理委員 

○2017-18年度 オン･ツー･トロント委員長  

 地区戦略計画委員 危機管理委員  
国際基督教大学 初代理事長 ･日本人初のＲＩ会長の東ヶ崎 

潔様のご親戚筋です。 
 
 

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） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本日の訪問にあたり、柳下ガバナー補佐より中原 RC

の状況をお伺い致しました。中原 RC は、新たな取組み、

クラブの計画、様々な面での変革、クラブの活性化対応

等、一所懸命に考え実行しているクラブだと思っていま

す。またパイオニア的なクラブになるのではないかと大

いに期待をしております。 

当地区はご存知の通り、2016 年度 規定審議会におい

て大幅な規定の変更がなされ、改革・変革に取組み、そ

の土台となるべく、対策を打ち立ててきました。本年度

はそれをいよいよ実行に移さなければならない年です。 

中原 RCは例会回数の変更など様々な改革に取組み、工

夫をされていますが、私ども地区の対応が遅れ、今後の 

クラブ運営、考え方等が決められないことがあるのでは

ないかと大変申し訳なく思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎今年度 国際ロータリーテーマ 

『インスピレーションになろう』 

◎ロータリーのビジョン声明 

『私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして

自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、

人々が手を取り合って行動する世界を目指しています』 

 

これを受けて、2590 地区では“それぞれが輝くロータ

リー”“自らの行動でクラブの可能性を拡げよう”とい

うテーマとサブテーマを掲げました。 

実際に行動に移していただくために『多様性を重んじた

魅力ある独自のクラブ作り』というのをビジョンとして

おります。 

本日は 56クラブある中の 55クラブ目の訪問。多くのク

ラブが例会数を減らしていく中、中原 RCでは例会数を

減らしながら、研修、勉強会の日を多くする。中身の充

実を図り、きちんと伝えるということをされている。ビ

ジョンに沿った活動をされており、大変素晴らしいこと

だと思っています。 

2590地区では規定審議会の変更から、クラブの簡素化、

スリム化ということを戦略委員会で協議してきました。

４月に行われた地区研修・協議会において 12部門あっ

た分科会を 8部門に集約しました。これにより会員の負

担、金銭面での負担等を減らすことができます。目的は

クラブの皆さんの負担を軽くする、クラブの活性化対応

です。多様性を重んじた魅力ある独自のクラブ作りがで

きるようサポートしてまいります。 

増強と同じように大切なことは皆さんの親睦を図る、友

情を深めること。そして何よりも大切なのは皆さんの健

康です。健康でなければ健全な考え方も、友人に対して

の気遣いもできないと思います。 

皆さんが健康でいて、それぞれのお仕事が健全に経営さ 

ニコニコボックス 本日 42,000 円 累計 234,000円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 40,000 円 



れていかなければならない。それによってロータリーク

ラブも成り立ってくると考えています。 

それぞれの地域に合った、皆さんの職業分類に合ったク

ラブの在り方を模索して考える。例会のこと、卓話のこ

と、研修会のこと、工夫を凝らし、時間をとって考える。

とても大切なことだと思います。 

クラブ運営、例会運営、勉強会の運営、その中心となっ

ているのがクラブ奉仕委員会です。クラブ奉仕委員会の

中には、出席委員会、広報委員会、広報委員会等色々な

委員会が入っています。これはクラブの基盤となるとこ

ろだと思っています。ロータリーの基本理念、根本は職

業奉仕です。その奉仕部門を規定審議会の通り変更し、

ひとつにしてしまうと、ロータリーの組織図の中から職

業奉仕という言葉が消えてしまう。それで良いのかとい

う質問をたくさんいただきました。ロータリーの職業奉

仕の精神は、職業奉仕委員会の中にあるのではなく、ロ

ータリー自体が職業奉仕だと私は思っています。ロータ

リーから職業奉仕の理念がなくなることは絶対にありま

せん。このことを皆さんにどう伝えていくのか。そのた

めの準備が不足している中で、ご理解を得られなかった

り、誤解を招いたことを大変申し訳なく思っております。

これから、その部分を研修会や勉強会で、何らかの形で

きちんと伝えていけるよう進めてまいります。 

現在会員数 2060名。平均 36名。40名位いるとクラブも

上手く回ると考えます。そのために、組織を組みやすい

よう地区の方も考え研究し皆様のサポートをしていきた

い。クラブの委員会、組織の在り方等のアイデアを考え

ていただけたら有り難いと思っています。 

ひとつひとつの行事は全員が参加する権利があります。

参加できるのです。限られた時間ですが、色々な会議、

行事に顔を出して参加していただきたい。各クラブの奉

仕活動などを皆さんで地区全体に広報し、時間のある方

が誰でも参加することができるような地区にしていきた

い。それぞれ大切な時間をロータリーのためにどう使う

のか。また、それをロータリーのファミリーとしてどの

ように拡げていくのか。 

それぞれのクラブが活性化し、活発に活動できるよう、

委員会の交流ができるようになってくれたら大変嬉しく

思います。 

これから輪を拡げ、そしてその輪が結ばれていくよう考

えていきます。微力ではございますが、皆さんのご意見

を反映できるよう努力をし、できるだけ早く正確な情報

を伝えていけるようにしていきたいと思っていますので

今後ともよろしくお願致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   例会後、ガバナーとの懇談会も行われ、新会員か

らの質問等にも真摯にお答えいただきました。 

金子ガバナーのお人柄に触れるとても貴重な時

間をいただきましたことに感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

    徳安久是幹事の作品が、11月 5日まで 

川崎生涯学習プラザ玄関ロビーに展示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１２月１日  報告事項  
 
小泉 正博 会長 宮崎 玲児 副幹事 
 

※スマホをお持ちの方は、ロータリーの用語 

「ロータリーのライラ（RYLA）に参加して」など 

検索してみてください。 

 

１．金子 大ガバナーより、地区大会無事終了の 

礼状を頂戴しております。 

 

２．次週 12月 6日(木)は、年次総会です。  

ホテル精養軒にて点鐘 12：30 

  次年度理事･役員候補者の選挙を行いますので、

ご出席をお願い致します。 
 
  なお、例会前 11：00 より、12 月の定例理事会

を開催致しますので、理事役員各位のご出席を

お願い致します。 

 

３．地区からの来信 

①ＲＩ日本事務局より、ロータリーレートのお知

らせが届いております 

  12月も 11月から変更なし 

１ドル＝１１２円です。 

 

４．今年度、皆様からお預かりした米山と財団の 

ご寄付について、確定申告の寄付金控除の関係 

もございますので、12月中に一度送金させて 

いただきます。 

12月 6日の例会でお預かりした分までを、2018

年分として送金させて頂きますので、ご寄付を

検討されていらっしゃる方は、お手配の程よろ

しくお願いいたします。 

 

５．他クラブ例会臨時変更  

●川崎大師 RC  

12月 19日⇒18日(火) 年忘れ家族会  

マリオット銀座東武ホテル 点鐘 18：00 

12月 26日・1月 2日(水)  休会 

1月 9日⇒8日(火) 新春 4クラブ合同例会  

川崎日航ホテル  点鐘 12：30 

●川崎幸 RC  

12月 21日⇒18日(火) クリスマス家族会  

ﾖｺﾊﾏ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 点鐘 18：00  

12月 28日・1月 4日(金)  休会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 
 

◇12 月６日 (木) 例会  
点鐘 12：30 ホテル精養軒 

  年次総会 

※次年度理事･役員の選挙を行います。 
 
◇12 月 20 日 (木) 早朝例会 

点鐘 7：30ホテル精養軒   

  卓話：丹羽 千種様 

「健康ストレッチ」 
  

◇1 月１０日 (木) 例会  
点鐘 12：30 ホテル精養軒 

卓話：中原区副区長 高田智幸氏  

「中原区の街づくり」 


