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2015～2016

ＲＩ会長テーマ

『 世界へのプレゼントになろう 』

Ｔｗｏ Ｗｅｅｋｓ Ｒｅｐｏｒｔ

点鐘・開会宣言・歌唱 第８例会記録

【第１５回１０月２２日(木)】
「ガバナー公式訪問」

《お客様》
箕田敏彦様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ガバナー､横浜RC)
齋田順一様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区地区副幹事､横浜RC)
鈴木克明様(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､川崎西RC)

卓話｢世界のプレゼントとなるために
ロータリーの原点とその心を大切にしよう」

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ガバナー､横浜RC
箕田敏彦様

次に地区の方針ですが､今は先へ先へと行ってしま
っている感じを受けます｡そこでもう一度｢ﾛｰﾀﾘｰの原
点とその心を大切にしよう｣を地区方針としました｡
ﾛｰﾀﾘｰの原点は親睦､その心は奉仕の心です｡特に職業
奉仕です｡箕田敏彦様

ﾛｰﾀﾘｰは人間である｡ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信は人間としての写真を
載せています｡当ｸﾗﾌﾞは例会も活動もきちんとされてい
ます｡しかし一つ課題は職業分類表が昭和のものである｡
今は平成になっていろんな職種があり､会員増強に努め
ていただきたい｡
さてｶﾞﾊﾞﾅｰとはどんな役職で教育を受けるのか｡いくつ
かの研修があり詳しく話されました｡すべてかなり厳し
いものでありました｡1月のｻﾝﾃﾞｪｺﾞでの国際協議会で
K.R.ﾗﾋﾞﾝﾄﾞﾗﾝ国際ﾛｰﾀﾘｰ会長(ｽﾘﾗﾝｶ､ｺﾛﾝﾎﾞRC会長)がﾃｰﾏ
｢世界へのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄになろう｣を発表しました｡この日を
｢人生で最も大切な時｣と呼んで次のように述べました｡
｢ここにおられる皆さんは多くを与えられた方々です｡
そして今､皆さんに最高のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄが与えられようとして
います｡それは授けられた才能を持ちうる力の限りを尽
くして世界へのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄとなることのできる一年です｡
この時間は余りに短く､成すべきことは余りに多くあり
ます｡信念､情熱､才能を捧げるだけでなく､皆さん自身を
世界へのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄとして捧げて下さい｡｣
更に次の3つの事を述べられました｡

1.｢私達はﾎﾟﾘｵのない未来をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄすると世界の子供達
に約束しました｡私達は闘い続け､必ず勝利します｡」7月
現在残るﾎﾟﾘｵ常在国はｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ､ﾊﾟｷｽﾀﾝの2ヵ国のみ。
2.会員増強について
「私達の組織を形づくった基本に立ち返る方法を模索し
なければなりません｡それは人生のあらゆる場面におけ
る高い倫理基準と各ｸﾗﾌﾞの人材の多様性を奨励する職業
分類ｼｽﾃﾑです｡｣
3.ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞの取組み
ﾛｰﾀﾘｰというﾌﾞﾗﾝﾄﾞが低下している｡何周年という記念

行事等でその土地に定着したものでなければならない｡
それがﾛｰﾀﾘｰの発展にもつながります｡｢世界の多くの地
域で薄れつつあるﾛｰﾀﾘｰのｲﾒｰｼﾞを変える必要がある｡」
最後に会長は｢今こそ真の変化を成し遂げる時｡永遠に

持続する“記念碑”を築くために与えられた時代です｡
この記念碑は御影石や大理石に彫れるものでなく今後何
世代にもわたって人々の人生と心に刻まれるものです｡
今この時を逃さずに生かそうではありませんか｡｣

奉仕です｡
1.教育研修を実施しよう
以前の情報という言葉は今は手続要覧にもありませ

ん｡ﾛｰﾀﾘｰとは何ぞやということを教育してほしい｡そ
れが充分に成されていないので3年未満で退会する人
が30～40%いる｡退会理由は異業種の交流会ということ
で入会したが､そうではなかった｡寄付の事､活動に参
加すること等が挙げられていました｡
2.地区の会合に参加しよう
地区ではより幅の広い皆さんと交流出来て仲よくな

り､自分の人生が変わります｡ﾛｰﾀﾘｱﾝとしての視野を広
める大切な機会です｡それを新会員に教育し退会防止
に役立ててほしい｡
3.地域に密着したﾛｰﾀﾘｰ活動を行いましょう｡
地域に密着したﾛｰﾀﾘｰ活動を通じて一人一人の才能

能力､努力､献身､熱意等をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄすることでｸﾗﾌﾞが地
域に根ざし､存在感を発揮し､ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ､会員増強につ
ながります｡
4.長期計画(戦略計画)を立てましょう

皆さんが3年先を見据えて議論し､どうあるべきかを
決めてほしい｡例えば会員増強､今31人ですが､3年先40
名にしようと計画したら､皆でどうすべきか考えてや
って行ってほしい｡地区では戦略計画委員が各ｸﾗﾌﾞを
回って戦略計画について指導していきたい｡
5.ﾛｰﾀﾘｰ財団活動への理解とご寄付のお願い
従来通りですが､ﾎﾟﾘｵは3年目の今年で終わりです｡

6.ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会への理解とご寄付のお願い
従来通りです｡よろしくお願いします｡

7.会長賞に挑戦しましょう
RI会長賞は素晴らしい奉仕活動に授与されます｡

今年は数を増やすとのことですので是非応募して下さ
い｡今年一年､よろしくお願い致します｡ご清聴ありが
とうございました｡
《会長謝辞》 杉崎晴男会長
部分的に身に迫るところがあり､とてもいい勉強に

なりました｡､これを参考にして一歩一歩前に進んでい
きたい｡会員増強は会員一人一人が増強委員のつもり
でやっています｡これからもご指導よろしくお願い致
します｡本日は誠にありがとうございました｡



【第１６回 １０月２９日(木)】

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

＊10/22 (順不同､会員敬称略)
箕田敏彦様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ､横浜RC)
本日は公式訪問に参上いたしました｡よろしくお願い致
します｡
齋田順一様(第2590地区 地区副幹事､横浜RC）
本日はお世話になります｡よろしくお願い致します｡
鈴木克明様(第2590地区 第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎西
RC)本日は箕田ｶﾞﾊﾞﾅｰのｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問です｡よろしく
お願い致します｡
杉崎晴男 本日は箕田ｶﾞﾊﾞﾅｰをお迎えしての例会です｡
卓話をよろしくお願い致します｡
三家 護 箕田ｶﾞﾊﾞﾅｰ､ようこそおいで下さいました｡
よろしくご指導の程､お願い申し上げます｡
福嶋 徹 箕田ｶﾞﾊﾞﾅｰ､齋田地区副幹事､鈴木ｶﾞﾊﾞﾅｰ補

祝慶事

卓話 ｢食品の美味しさを構造から追及する」
米山記念奨学生 付 惟(ﾌ ｲ)

私は1987年8月22日生まれ､中国遼寧省阜新市出身で
す｡遼寧医学院大学で食品化学と工程を専攻しました。
2012年に明治大学大学院農芸化学に入学しました｡

血液型はAB型で､趣味は筋ﾄﾚ､日記を書くこと等で休日
は音楽を聴きながらゆっくりしています｡
好きな食べ物はﾗｰﾒﾝと刺身､将来の夢は安定的な生活

の中で自己を実現することです。
現在の研究内容は｢食品構造光学｣です｡

おいしさを食品の構造から追究すること､食品構造の制
御によっておいしさを生み出すことです｡
｢ﾈｯﾄﾜｰｸ構造の異なるﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞへの澱粉添加の影響｣と
いう題で､先日､京都大学で学会発表を行いました｡
詳しくはﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄをお読み下さい。

お客様

付 惟さん(米山記念奨学生：卓話者)
ｱﾝﾄﾞﾘｭｰｽﾐｽ さん(青少年交換留学生)

《10月会員誕生日》 中田俊彦会員 10/19
森山圭介会員 10/3

《10月入会記念日》 三家 護会員 S60.10.24. 
大橋健治会員 H21.10.22 

※表彰
・ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ･･･伊藤壽一会員[表彰状＋ピン]
・ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ・･･･鈴木良一会員[ﾋﾟﾝ]
・米山功労者 第4回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･･田中 薫会員[賞状]

報 告

＊委員会報告 雑誌委員会 森山圭介委員長
ﾛｰﾀﾘｰの友11月号34頁をご覧下さい｡

ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの正式なﾛｺﾞﾏｰｸの説明があります。

＊米山記念奨学金の授与 杉崎晴男会長
米山記念奨学生 付 惟さん

＊青少年交換 ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰお礼 杉崎晴男会長
ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ 谷野功明会員

＊青少年交換留学生へ 小遣と日光旅費の授与
＊青少年交換留学生より自己紹介 ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｽﾐｽさん

家族・出身地などを日本語で紹介しました｡

本日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

例会日 会員数
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10月22日 31 30 23 7 77% 10 7 90%

10月29日 31 30 20 10 67% 8 5 90%

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

10/22 15 16,000 212,000 461,280 46%

10/29 13 14,000 226,000 461,280 49%

10/22 16 17,000 216,000 620,000 35%

10/29 13 15,000 231,000 620,000 37%

10/22 18 34,000 322,000 1,200,000 27%

10/29 14 19,000 341,000 1,200,000 28%

10/22 15 16,000 222,000 400,000 56%

10/29 14 16,000 238,000 400,000 60%
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出席報告

寄付報告

クラブ会報委員会
曽我直樹委員長 三富末雄副委員長 本藤光隆委員
石川演慶委員 月岡涼吾委員 福嶋 徹委員
≪編集担当≫   三富末雄 本藤光隆

※R財団目標額：会員数×120㌦×124円 米山目標額：会員数×2万円

福嶋 徹 箕田ｶﾞﾊﾞﾅｰ､齋田地区副幹事､鈴木ｶﾞﾊﾞﾅｰ補
佐､本日はよろしくお願い致します。
菊池幸治 箕田敏彦ｶﾞﾊﾞﾅｰ､齋田順一地区副幹事､鈴木
克明ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､本日はありがとうございます｡今後共
ご指導お願い致します｡
＊10/29
福嶋 徹 付 惟さん､ｱﾝﾄﾞﾘｭｰくん､ようこそ｡卓話楽し
みにしています｡
細谷和彦 付 惟さん､卓話楽しみにしています｡
伊藤壽一 付 惟さん､卓話よろしくお願い致します｡


