
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［例会日］第 1・2金曜日 12:30〜13:30［例会場］ホテルモリノ新百合丘  7F TEL:044-966-1300 

第 3・4金曜日 12:30〜13:30［例会場］百合丘カントリー倶楽部 2F TEL:044-966-1300 

【点 鐘】                 大野会長 

【ソング】            志村 SAA委員長 

 それでこそロータリー 

【ゲスト・ビジター】            大野会長 

○野坂  定様（第 2590 地区ガバナー） 

○野島 敏昭様（第 3 グループガバナー補佐） 

○高田 弘久様（横浜中 RC） 

○白井  勇様（川崎 RC） 

 

【会長報告】               大野会長 

1.2009 年度第 2590 地区米山学友（横浜・川崎）総会及び 

 特別講演 開催の案内 10 月 4 日（日）17：00～20：30 

 かながわ労働プラザにて。 

2.クラブ社会奉仕委員長会議 開催の案内 

 10 月 15 日（木）15：00～17：00 メモワールプラザソシア 21 

3.クラブ社会奉仕委員会活動について、要望・提案について 

 今年度社会奉仕活動計画と前年度活動計画を具体的にお

知らせ下さいと、当委員会対して要望・プロジェクト等具体

的な提案をお願いしたいとアンケート用紙が届いています 

4.＊＊ロータリー囲碁同好会＊＊ 

「第 8 回ロータリー全国囲碁大会」開催のお知らせ。 

 11 月 14 日（土）9：30 登録 10：00 開会式 日本棋院会館 

5.米山記念奨学会より世話クラブへのお願いの件 

 9 月及び 2 月の奨学生レポート提出がない時は奨学金を支

給しないようお願いしますとのことです。 

6.クラブ国際奉仕委員長会議 開催の案内 

 10 月 8 日（木）15：00～17：00 メモワールプラザソシア 21 

 4 階「エトワール」 

 

【幹事報告】              鈴木眞一幹事 

１．文書着 

 ◆横浜東R.C 

  平成21年9月25日（金）休会 

 

第 838回例会  9月  18日(金) 新世代育成委員長会議報告 クラブフォーラム 国際奉仕部門 

第 839回例会  9月  25日(金) クラブ職業奉仕委員長会議報告 

 

     

２．事務局移転のお知らせ 

◆川崎日吉 R.C 

移転日：平成 21 年 9 月 6 日（日） 

住  所：川崎市幸区小倉 1122  

ハイグレーコーポイシワタ 305 

 

【出席委員会】          鈴木豊成委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 837回 24 20 4 - 83.33％ 

第 836回 24 17 7 3 83.33％ 

第 835回 24 20 4 1 87.50％ 

 

【ニコニコ委員会】            岸委員長 

 第 837回（件数）   合 計 

ニ コ ニ コ     22件   ￥36,000 

●お客様 

○野坂  定様（横浜中 RC・第 2590 地区ガバナー）

「川崎麻生ＲＣの皆さま、こんにちは。本日はお世話

になります。本年度の貴クラブのご活躍とご発展、ま

た貴クラブ会員の皆さまのご健勝を祈念致します。

ロータリーの未来はあなたの手の中に・・・」 

○野島 敏昭様（第 3 グループガバナー補佐）「公式

訪問よろしくお願いします。」 

○白井  勇様（川崎 RC）「いつもお世話になります。

宜しく願いします。」 

●当クラブ 

◇大野会長「国際ロータリー第 2590 地区野坂定ガバ

ナー本日公式訪問有難うございます。野島ガバナ

ー補佐 宜しくお願いします。」 

 

 

 

■会長 大野 勉    ■幹事 鈴木 眞一 

第 837回 例会記録 平成 21年 9 月 11日（金） S.A.A 委員長 志村幸男 

      



◇鈴木眞一幹事「野坂ガバナー、野島ガバナー補佐 本日は

宜しくお願い致します。」 

◇鈴木憲治会員「野坂Ｇの公式訪問を祝って」 

◇鈴木豊成会員・志村幸男会員・岸アイ会員・山下俊也会員・

平澤兼一郎会員・森曻会員・安藤優会員・蓬田忠会員・梶

俊夫会員・山崎弘子会員・長瀬敏之会員「野坂ガバナー、

野島ガバナー補佐 本日は宜しくお願い致します。」と同様

なメッセージです。 

◇安藤則雄会員・河島光男会員・森茂則会員・親松明会員・

梅澤馨会員 

以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【ロータリー財団】           安藤則雄委員長 

  第 837回（件数）   合 計 

R ・ 財 団     2件       ￥18,800 

 ◇鈴木憲治会員 野坂ガバナーの公式訪問を祝って   

◇森茂則会員 子どもがロンドンから帰ってきました。 

 

【米山記念奨学】            鈴木憲治委員長 

  第 837回（件数）   合 計 

米 山 奨 学     4件       ￥60,000 

 ◇大野会員・親松会員・森茂則会員・鈴木憲治会員 

 
国際ロータリー第 2590 地区野坂定ガバナー紹介者     同地

区第 3 グループ野島敏昭ガバナー補佐 
慶応義塾大学経済学部卒業後ニューヨーク大学に留学し貿
易会社の大栄㈱に入社、温和な性格で包容力・物に動じない
方で、語学力の国際性を活かし貿易の舞台で活躍し２７歳で
社長に就任、兄弟 3人で協力し中国上海市ほか 1市に工場を
有し、アメリカ・ヨーロッパへ輸出している国際企業家であ
る。ロータリークラブ入会後役職を歴任し近隣諸国と友好・
親善に努め、台湾・フィリピンのクラブとの交流に尽力され
ています。 

【ガバナー公式訪問 卓話】  

国際ロータリー第 2590 地区 野坂 定ガバナー 

 

横浜中ＲＣの野坂定めでございます。どうぞ宜しくお願いし
ます。先ほど大野会長と鈴木幹事、ガバナー補佐を交えて懇
談いたし、いずれも楽しい方で麻生川の清掃の話を聞かせて
いただき、小学生の 200 枚の絵を来年是非、見てみたいと思
います。また、ゴルフ練習場での例会、大変ユニークでまた、
羨ましく思います。40 年以上ゴルフをしたが、ゴルフが上手
くなったら何もなくなってもいいと思っていたが、この 2～3
年は諦め６０をハーフ切って喜んでいます。こちらのクラブ
には、なんと私が助けていたただき、叱咤、激励をいただい
ている鈴木憲治地区米山委員長がいられるとても明るいク
ラブの思いがあります。それではお役目ですので本年度ＲＩ
会長のテーマ、強調事項、長期計画，地区方針等をお話しさ
せていただきます。本年度ＲＩ会長 ジョン・ケニ―は本年
度のＲＩテーマ The future of Rotary is in your hands 「ロータ
リーの未来はあなたの手の中に」を発表 その趣旨は次のよ
うに話されています。「私たち一人ひとりは、いわば過去を
未来へとつなぐ鎖の輪のような存在で、大いなるロータリー
という伝統の一部をなしているとたとえることができます。
ロータリーの未来への鎖を件粉ものに鍛えあげることは、私
の責務であり、皆さんの責務です。ロータリーの未来は、エ
バンストンで形づくるものではありません。各ロータリーク
ラブが形づくるのです。ロータリアンとして私たち一人一人
がロータリーを知らづ良く引き継ぐことが出来るのかどう
かということを考えて実践していかねばなりません。ですか
ら、ロータリーの未来はあなたの手の中にあるのです。」引
き続きＲＩ会長の強調事項が発表されています。その強調事
項は水、保険と飢餓救済、識字率向上の三項目です。（三項
目について説明がありました。）続いてＲＩの長期計画の優
先事項①ポリオを撲滅する。②ロータリーに対する内外認識
と公共イメージを高める。③奉仕するロータリーの能力の増
大を図る。④質的にも量的にも会員組織を世界的に拡大する。
⑤ロータリー独特の職業奉仕への取り組みを強調する。⑥国
際ロータリー内の指導的才能を最大限に活用し、育成する。
⑦組織全体を通じて継続性と一貫性を保っために、長期計画
の手順を完全に実施する。（七項目について説明がありまし
た。ビルゲイツの話も）続いて地区方針全９項目について説
明があり、最後に私の長いロータリークラブで、これまで先
輩からお伺いしたたくさんの心に残るお話の中から三つほ
どご紹介したいと思います。一つ、例会はロータリアンにと
って人格を高める場である。二つ、ロータリアンは美しくあ
れタコにはない禅譲の心。三つ、人生の目的とは、生きる目
的とは、学ぶこと。何を学ぶかは、自我との決別。どうした
ら自我をなくすることができるかを学ぶこと。私もロータリ
ーの思いやり、寛容、友情の心を大切にして参りたいと思っ
ています。一年間ご協力を宜しくお願いします。 

 
【四つのテスト】               山下会員 

【点鐘】                  大野会長 

【会報委員会】              文責 長瀬敏之 

 


