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クラブ年度方針

『 明るく、生き生き、元気よく』

Ｔｗｏ Ｗｅｅｋｓ Ｒｅｐｏｒｔ

点鐘・開会宣言・歌唱 第９例会記録(プログラム)

｢ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を｣

【第１７回 １１月７日(木) 】
「クラブ協議会」

本日は来週のｶﾞﾊﾞﾅ-公式訪問を控え片寄優子ｶﾞﾊﾞﾅｰ
補佐をお迎えして第2回ｸﾗﾌﾞ協議会を開催しました。

【第２回 クラブ協議会次第】

１．開会の言葉 田中 薫 幹 事
２．ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐挨拶 片寄 優子 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
３．会 長 挨 拶 鈴木 良一 会 長
４．ｸﾗﾌﾞ会務部門

幹 事 田中 薫 幹 事
S A A 森 正一 S A A
会 計 細谷 和彦 会 計

５．ｸﾗﾌﾞ奉仕部門 １．
進行 田中 薫 幹 事

お客様
＊11/7
片寄優子様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎稲生RC)
ﾎﾞﾔﾝﾄ様(元米山記念奨学生)
＊11/14
市川緋佐麿様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ､川崎RC)
野渡和義様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区 地区幹事､川崎RC）
片寄優子様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎稲生RC）

報告
＊委員会報告
・前年度米山ｶｳﾝｾﾗｰ 石川演慶前年度ｶｳﾝｾﾗｰ
今年5月に内ﾓﾝｺﾞﾙへ博士論文の資料集めに帰国した
際､中国政府の取締の強化政策の対象となり､暫く移動
が禁止されていたﾎﾞﾔﾝﾄ君が無事再来日できました｡
修了証と､残りの奨学金もお渡しでき､当ｸﾗﾌも安堵

出席委員会 三家 護 委員長
親睦活動委員会 菊池 幸治 委員長
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 茅根 正之 委員長
ｸﾗﾌﾞ会報委員会 石川 演慶 委員長
雑誌･広報委員会 森山 圭介 委員長

６．ｸﾗﾌﾞ奉仕部門 ２．
進行 福嶋 徹ｴﾚｸﾄ

会員増強・退会防止委員会
大橋 健治 委員長

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会 細谷 和彦 委員長
７．職業奉仕部門

職業奉仕委員会 飯尾 光正 委員長
８．社会奉仕部門

社会奉仕委員会 相馬 元 委員長
９．国際奉仕部門

進行 本藤 光隆 委員長
国際奉仕委員会 本藤 光隆 委員長
米山奨学会委員会 三富 末雄 委員長
ﾛｰﾀﾘ-財団委員会 佐藤 哲夫 委員長

10．青少年奉仕部門
青少年奉仕委員会 石川 演慶 委員長

11. ﾆｺﾆｺBOX委員会 志村 正夫 委員長
12. 家 庭 集 会 田中 薫 幹 事
13. 米山ｶｳﾝｾﾗｰ 中田 俊彦 委員長
14. ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 細谷 和彦 委員長
15. IT委員会 相馬 元 委員長
16. ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐総評 片寄 優子 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
ｸﾗﾌﾞ協議会に出席させて頂き､当ｸﾗﾌﾞが大変活発に活

動されている事が良く判りました｡来週はｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪
問となりますが､現ｶﾞﾊﾞﾅｰは400年続く神官の家系の
市川緋佐麿さんで非常に気さくな方です｡
皆様で暖かく迎えて頂きたいと思います。
17. 閉会の言葉 福嶋 徹 ｴﾚｸﾄ

修了証と､残りの奨学金もお渡しでき､当ｸﾗﾌも安堵
しました｡この空白期間の為､博士論文は､若干遅れて
いますが､来年1月には大学へ提出予定です｡又来年1月
16日に例会で卓話予定です。



ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

＊11/7 順不同 会員敬称略
片寄優子様(第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎稲生RC）
地区大会は大変お世話になりました｡本日ｸﾗﾌﾞ協議会
をよろしくお願い申し上げます｡
小林正樹様(川崎中原RC)10/17ﾒｰｷｬｯﾌﾟにお越しでした
｡(10/19に移動例会)
鈴木良一 片寄ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､本日宜しくお願いします｡
田中 薫 第2回ｸﾗﾌﾞ協議会宜しくお願いします。
三家 護 立冬です｡いよいよ寒くなりますが､体調管
理をよくして､ﾛｰﾀﾘｰへの出席をお願いします｡
菊池幸治 片寄優子様､本日は有難うございます｡
志村正夫 昨日青木会員のｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟが御殿場で行われ
伊藤会員､妻と息子4人で参加しました｡
＊11/14
市川緋佐麿様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ､川崎RC）
本日は公式訪問に参りました｡本年度宜しくお願い致
します｡ﾛｰﾀﾘｰを実践し､ｸﾗﾌﾞの発展を図りましょう｡
野渡和義様(第2590地区 地区幹事､川崎RC）
市川ｶﾞﾊﾞﾅｰの随行としてお邪魔しました｡地区大会に

【第１８回１１月１４日(木)】
｢ガバナー公式訪問」

＊来賓挨拶
☆市川緋佐麿様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ､川崎RC)
本日はｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問としてこのｸﾗﾌﾞを訪問させてい

ただきました｡私の今日の務めはRIがどのようなことを考
え､どのようにﾛｰﾀﾘｰ活動を進めているかを皆様にご報告
し､そして国際ﾛｰﾀﾘｰと第2590地区また各ｸﾗﾌﾞ､あるいは
ﾛｰﾀﾘｱﾝとの間に意思の疎通ができ､ﾛｰﾀﾘｰ活動が行われる
ようにというお願いをしに参りました。
☆片寄優子様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

川崎稲生RC)
先週はｸﾗﾌﾞ協議会､本当にありがとうございました｡

私たちどものために大変温かい志しをもちまして厚く御
礼申し上げます。

＊ガバナー卓話
市川緋佐麿様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ､川崎RC)
本日は公式訪問の卓話をさせていただきに参りました。
本年のRI会長はﾛﾝ・D・ﾊﾞｰﾄﾝという方で､ﾃｰﾏは
「ﾛｰﾀﾘｰを実践し､皆に豊かな人生を」ということであり
ます。
その前に昨年の国際ﾛｰﾀﾘｰ年次大会がﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙのﾘｽﾎﾞﾝで

行われました｡昨年のRI会長は日本人の田中作次さんでご
ざいました｡本会議のｸﾗｲﾏｯｸｽでは参加各国の国旗入場が
あります｡会長国が日本ですので､日の丸が揚がり､最後に
｢君が代｣の調べで入場して､誇らしいものでありました。
さて、2013－14年度のﾃｰﾏは

「Engage Rotary,Change Lives｣であります。
Engageという意味には婚約するという意の他に｢実践す

る｣｢歯車を回す｣という意味があります｡この二つの意味
を掛け合わせて｢Engage Rotary｣と唱えました。
Change Livesというのは｢人生を変えよう､生き方を変え

出席報告
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義務

者

出席
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欠席数

本日

出席率

前々

回欠

席数

MU
前々回

修正

11月7日 30 29 25 4 86% 8 8 100%

11月14日 30 29 23 6 79% 12 7 83%

寄付報告
月日 件 合計 累計 目標額 達成率

11/7 22 51,000 248,000 360,000 69%

11/14 17 17,000 265,000 360,000 74%

11/7 22 22,000 222,000 600,000 37%

11/14 18 18,000 240,000 600,000 40%

11/7 24 33,000 353,000 1,200,000 29%

11/14 21 37,000 390,000 1,200,000 33%

11/7 22 23,000 227,000 600,000 38%

11/14 18 18,000 245,000 600,000 41%

R財団

米山記念

奨学会

ﾆｺﾆｺ

BOX

ﾌﾚﾝﾄﾞ

ﾘｰBOX

クラブ会報委員会
石川演慶委員長 三富末雄副委員長
森山圭介委員 本藤光隆委員 編集担当：石川演慶 森山圭介

(R財団目標額：会員数×120㌦×100円 米山目標額：会員数×2万円)

市川ｶﾞﾊﾞﾅｰの随行としてお邪魔しました｡地区大会に
は大勢ご参加をいただきありがとうございました｡
片寄優子様(第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎稲生RC）
本日は市川ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問です｡楽しいひとときを過
ごしましょう｡よろしくお願い申し上げます｡
鈴木良一 市川ｶﾞﾊﾞﾅｰ様､片寄ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様､野渡地区
幹事様､公式訪問においで下さり､ありがとうございま
す｡
田中 薫 市川ｶﾞﾊﾞﾅｰ様､ようこそおいで下さいまし
た｡本日は宜しくお願い致します｡
三家 護 ｶﾞﾊﾞﾅｰ様、ようこそおいで下さいました｡
よろしくお願い致します｡

Change Livesというのは｢人生を変えよう､生き方を変え
よう｣という意味がありますが､これを ｢皆に豊かな人生
を」と日本では訳しました。
その理由はﾛﾝ・D・ﾊﾞｰﾄﾝは「ﾛｰﾀﾘｰを実践すれば周りの
人を豊かにできる｣そして｢何よりもあなた自身が豊かに
なれる､幸せになれる」という意味を言っております。
ﾛｰﾀﾘｰは世の中の動きにつれて変わっていかなければな

らないということを会長は言われております｡いつまでも
同じことをやっていては腐ってしまうと盛んにおっしゃ
っておりました。
今日は堅い話をしましたが､ご清聴ありがとうございま

した。

＊お礼の言葉 鈴木良一会長
市川ｶﾞﾊﾞﾅｰ､素晴らしいお話を本当にありがとうござい

ました｡ﾛｰﾀﾘｰがどういうものなのかということを改めて
認識したと同時に､今後我々がどういう形でﾛｰﾀﾘｰを発展
させていくのかを考えさせられるお話でした。


