
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1457回 （本年度 第３回） 

令和 １年 ８月 ８日（木）  
 

点  鐘  徳安 久是 会 長 

司  会   小林 正樹 会場監督 

唱  和 「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告   

欠席者：今井会員、坂口会員、髙木会員、渡久地会員, 
 

お客様紹介 徳安 久是 会 長    

◆轟  淳次様（国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2590地区ガバナー 
川崎マリーン RC） 

◆鈴木慎二郎様（同 地区幹事 川崎マリーン RC） 

◆洪  征治様 （第 2グループガバナー補佐･川崎北 RC） 

◆二村 政毅様（福岡城東 RC） 

◆野口 四郎様（川崎マリーン RC） 

◆茶谷 龍太様（川崎マリーン RC） 

◆韓  喬 様（米山奨学生） 

 

お客様ご挨拶  

 10月 25日(金)～26日(土)地区大会キャラバン  
野口 四郎様, 茶谷 龍太様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公式訪問卓話 

第 2590地区ガバナー 轟  淳次様 
本年度、会員数は 2000 名を割り、1997 名でスター

トしました。年度予算を立てるのに必要な 2050 名に足

りず難儀をしました。何とかこの状況を打破しないと

いけない。本来ならこの公式訪問で私が挙げた 4 つの

ターゲットをご説明するところですが、それはガバナ

ー月信を熟読いただきたき、今日はいかにして会員数を

増やすかに絞って話をします。10 月からの消費税増税

などを考えると、このままでは年明けに資金ショートを

してしまうのではという厳しい状況です。内藤増強委員

長ほか 26人すべての会員が委員長になったつもりで会

員一人が一人の会員候補を紹介いただきたい。 

まずサンディエゴでの国際協議会でのマローニRI会

長の方針『ロータリーは世界をつなぐ』についてのビデ

オを見てください。 

 

 

「強調事項の１番目はロータリーを成長させること。会

員基盤を成長させること、多様な会員増強委員会を設置

して職業分類制度を再発見し活用する必要があります。 

2 つ目はクラブより家庭に近いところにあります。それ

は『家族』、ロータリーと家族の活動が互いに補完する

ような関係づくりです。 

3 つ目は忙しいロータリアンをロータリーのリーダー

なる道を開くこと。 

4 つ目は長年にわたる国連との関係に焦点を置くこと。 

ロータリーがなければ繋がらなかった人たちとの関係、

地域や国際的なつながり、それがあるから我々はロータ

リーに留まるのです。そしてこれが 2019-20 年度のテ

ーマなのです。世界がかつてないほど分断されている今

日、それを繋ぐのがロータリーです！」以上がマローニ

RI 会長のテーマに関するお話でした。 

 さて当地区では男性会員が減り、女性会員が 193 人

と増えています。女性のロータリー入会の歴史的経緯を

お話すると、1978 年あるクラブが 3 名の女性会員を入

会させたところ RI は同クラブを除名し、1987 年アメ

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

26 名 19 名 ７名  82.61％ 

前々回(7月 4日)欠席 8名 Make up 1名  82.61％ 

 

 
 

 

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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『ロータリーは世界をつなぐ』 Rotary Connects the World 

ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー 第２５９０地区ガバナー 轟 淳次 



リカ最高裁で除名処分無効の判決が出て 1989 年の規

定審議会で女性会員が正式に認められるようになりま

した。日本でも同年北海道のロータリークラブで初め

ての女性会員が誕生し、2007 年には 2630 地区で日本

初の女性ガバナーに就任しました。 

現在全世界の女性会員比率は約 20％（25 万人）で日

本ではまだ 6％。2590 地区は 9.3％なのでこれを 15％

にすることを目標にしたい。それにはまず自分のクラ

ブライフが楽しいと感じることが大切で、それが実現

するような運営をしていただきたく思います。 

2000 年からの会員数のグラフを見ると全会員が毎

年減少しているが女性会員は右上がりに増加している

ことが分かります。ぜひ女性会員の力を借りて当地区

の会員減少の底を打つようにしたい。また日本の女性

社長の割合は年々増えており、業種分類のグラフも参

考にしてもらいたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私と同期で 2 人の女性ガバナーがいます。一人は

2620 地区の安間みちこさんと 2540 地区の嶋田康子さ

んで、RIに出向して将来はRI会長を目指してほしい。 

会員増強の話だけになってしまったが「変化するのは

自分だ」ということを胸に抱いて持続可能な変化に向

けてロータリアン一人一人がご努力いただきたい。 

 船の安全は港に停泊していれば保たれるが、それで

は本来業務が果たせず、外洋に出て初めて船の役割を

果たせるのです。新米船長の私は皆さんと一緒に航海

に出て素晴らしい宝さがし、会員の獲得に向けて最大

の努力をしていきます。 

 

ニコニコ報告  若狭滋則 親睦副委員長 
 
◆轟 淳次第 2590 地区ガバナー 
 ガバナーを拝命致しました川崎マリーンロータリーク

ラブの轟淳次と申します。本日は公式訪問にお邪魔さ
せていただきました。皆様の想いを地区運営に活かし
てまいります。どうぞご指導とご協力のほど、宜しく
お願い致します。 

◆洪 征治第２グループガバナー補佐 
お世話になります。 

本日は轟淳次ガバナーの公式訪問です。よろしくお願 

いします。    
◆鈴木慎二郎 地区幹事 

本日は公式訪問に随行致しました地区幹事の鈴木慎二

郎（すずきしんじろう）と申します。轟ガバナーを支

えるべく、一年間、邁進致しますので皆様のお力添え

を心よりお願い申し上げます。 

  

◆野口四郎様・茶谷龍太様（川崎マリーンＲＣ） 
本日は地区大会のご案内と参加のお願いに伺いました。

来る１０月２５・２６日、皆様のご参加をお待ちいたし

ております。宜しくお願いいたします。   
◆すず虫同好会 戸川俊雄様・洪 征治様 

お世話になります。すず虫祭りの賛助金ご支援のお願い

にまいりました。よろしくお願い致します。   
◆徳安会長・宮崎幹事 

お暑い中、ガバナー公式訪問を賜りありがとうございま

す。また随行の皆様にも厚く感謝申し上げます。 

◆ＳＡＡ一同 
轟ガバナーようこそお越し下さいました。公式訪問にて

勉強させて頂きます。  
◆親睦委員会一同 

本日は、轟ガバナー、洪ガバナー補佐様をお出迎えして

のガバナー公式訪問例会です。宜しくお願い致します。  
◆「みんなニコニコ」 

 
内藤 松雄会員・市川 功一会員・島田 叔昌会員 

江口  進会員・小泉 正博会員・中村 敏史会員 

神谷  直会員・藤村 伸一会員・山本  剛会員 

Ｍｒ.鈴木会員 

 

会長報告 徳安 久是 会長（8月 22日） 
 
１．轟ガバナーより公式訪問の礼状を頂戴しました。 

２．８月の理事会議事録 配布 

３．「細則改正案」並びに「寄付金の集金方法について

の案内」を全会員宛に郵送させて頂きました。 

  「細則改正案」につきましては、9 月 5 日の例会に

て、賛否をお伺いいたします。 

ご出席の程よろしくお願い致します  

幹事報告 宮崎 玲児 幹事（8月 22日） 

１．地区からの来信 

 ①ロータリー青少年交換 2018-19 年度派遣学生帰国

報告 並びに 2019-20 年度来日学生歓迎会開催 

日時：2019 年 8 月 31 日(土) 14：00-16：15 

 帰国報告会 16：30-18：00 パーティー 

  場所：宗教法人 泉谷寺 小机幼稚園   

 ②ＲＬＩパートⅠ開催。（再度） 

  日時：2019 年 9 月 8 日(日) 8：30-17：00  

 場所：聖光学院中学高等学校  

 ※出席対象者:会長､会長ｴﾚｸﾄ､幹事､ﾛｰﾀﾘｰを一層 

理解したい方､将来有望な若手･中堅の会員の方  々

③横浜東 RAC 例会のご案内 

 日時：2019 年 8 月 31 日(土) 14:00~16:00 

場所：健康福祉総合ｾﾝﾀｰ 9 階 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ 

 内容：「ティワタ  こども寮支援 始動例会」 

 登録料 ：無料 

２．他クラブ例会臨時変更  

●川崎 RC  9 月 19 日(木)  休 会 

３．次回例会は、９月５日(木) ホテル精養軒にて  

点鐘 12：30 です。 

  例会前 11：00 より 理事会を開催いたします。 

理事･役員各位のご出席をお願い致します。 

ニコニコボックス 本日 49,000 円 累計 121,000 円 

記念日ニコニコ 本日    10,000 円 累計 10,000 円 


