
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［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 

［例会日］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 

【例会場】 ホテルモリノ 

【ソング】              鈴木憲治委員 

 国家君が代・奉仕の理想 

【ゲスト・ビジター】             大野会長 

○ 篠原 和吉様（NPO法人 MIZU） 

 

【会員誕生日】         山下クラブ奉仕委員長 

 碓井会員・平澤会員・尾作弘会員 

 

【奥様誕生日】 

 佐藤成子様（佐藤夫人）・親松恵美子様（親松夫人） 

 

【理事・役員会報告】             大野会長 

1.20 周年について  

 予定日：2012 年 2 月 18 日（土） 

 20 周年実行委員会は未決定 

2.米山奨学生について 

 2 名川崎麻生ＲＣであずかる 

 1 名はベトナムから 4 月 1 日に来日、もう 1 名はア

メリカから。 

 5 月 8 日（土）にオリエンテーション 

後日、歓迎会を実施する。 

3.ホームページについて 

 次回理事・役員会で討議する。 

 

【会長報告】                大野会長 

1. ロータリー財団「地区補助金」対象プロジェクト募

集のお知らせ。応募書類提出期限が 5月 21日（金）

まで 

2. 2010学年度米山奨学生・カウンセラーの為のオリエ

ンテーション及び懇親会開催のお知らせ 

2010年 5月 8日（土）15：00～18：00 

 

第 865回例会   4月 9 日（金） ロータリー情報「ロータリー」とは   地区協議会報告 

第 866回例会   4月 14 日（水） 4ロータリー合同例会  点鐘：18時 場所：ホテルモリノ 

 

     

 

場所：上大岡ウィリング横浜 ゆめおおかわオフェ

スター12階 

3.『友』インターネット速報 NO.422 

4. 川崎多摩 R.C様より 4月 22日（木）招聘卓和の案内 

5. 川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）2010 

  オペラ「魅惑の美女はデスゴッデス！」の案内 

6. 川崎・しんゆり芸術祭の実行委員会の案内が来ていま

す。4月 5日（月）麻生区役所 第 1会議室 

7. 平成 22年度『第 19回麻生区学童軟式野球リーグ戦』 

日時：4月 4日（日）午前 8：00～ 虹ヶ丘野球場 

 

 

 

【幹事報告】             鈴木眞一幹事 

1．文書着 

◆川崎中央R.C 

    平成22年4月12日（月）→11日（日）に変更 

創立25周年記念例会 

点鐘：15時00分 

場所：サンピアンかわさき 

    平成22年5月 3日（月）休会 

◆川崎宮前R.C 

    平成22年4月 6日（火）移動例会 

       献血奉仕活動 

10時～16時30分 

    平成22年5月 4日（火）休会 

 

2．会報 

・川崎マリーン RC  第 795 回〜第 800回 

 

 

 

 

 

■会長 大野 勉    ■幹事 鈴木 眞一 

第 864回 例会記録 平成 22年 4月 2日（金） S.A.A委員長 志村幸男 

      



【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 864回 24 20 4 - 83.33％ 

第 863回 24 20 4 2 91.67％ 

第 862回 24 19 5 3 91.67％ 

 

【ニコニコ委員会】             安藤優委員 

  第 864回（件数）   合 計 

ニコニコ     17件       ￥19,000 

●当クラブ 

◇大野会長・鈴木幹事・花輪会員「篠原様ようこそ」 

◇河島会員「志村さん、碓井さん、ありがとうございま

した」 

◇親松会員「長瀬さん竹の子よろしく」 

◇岸会員「欠席続きで申し訳ありません」 

◇志村会員「だいぶ春めいてまいりました」 

◇鈴木憲治会員「昨日、現地採用の米山奨学生 

     ホ・ダン・ミ・アンさんが来日しました」 

◇長瀬会員「でも、寒いですね」 

◇山下会員「地区協議会お疲れ様でした」 

◇安藤優会員・安藤則雄会員・碓井会員・梅澤会員 

梶会員・平澤会員・森茂則会員 

    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 864回（件数）   合 計 

R ・ 財 団     3件       ￥27,000 

◇鈴木憲治会員「ロータリー財団の活動に感謝して」      

◇梅澤会員・鈴木豊成会員 

 

【米山記念奨学】              鈴木憲治委員長 

  第 864回（件数）   合 計 

米山奨学     4件       ￥50,000 

◇鈴木憲治会員「現地採用の米山奨学生ホ・ダン・ミ・ 

アンさんの来日を祝して」 

◇鈴木豊成会員「今度の日曜日はお花見に良さそうです」 

◇梅澤会員・河島会員 

 

【水の浄化と研究】  NPO 法人 MIZU    篠原和吉理事長 

水の浄化「クリエイト パウダー」 

特徴：工事用濁水、工場廃水、富栄養によるアオコ・藻の 

   処理を自然界に無害な水に変えて自然界に帰すこ 

   とを目的に、「クリエイトパウダー」を開発した。 

救急用浄化剤「すいれん」濁水→生活用水 

緊急時の生活用水を確保。 

 

 

 

【プログラム委員会】      山下クラブ奉仕委員長 

 4月 9 日  地区協議会報告 

 4月 14日  4ロータリー合同例会 

 4月 16日  14日に振替 

 4月 23日  ポスター撤去 

 4月 30日  連休中のため休会 

 

【ご苦労様会の件】          山下会長エレクト 

 航空便決定 

  6月 20日 11時 10分 羽田空港発 

       約 1時間後 小松空港着  

  6月 21日 20時 15分 小松空港発 

       約 1時間後 羽田空港着 

 

【地区米山奨学委員会】  鈴木憲治地区米山奨学委員長 

 地区米山奨学生終了式が行われました。以下は韓国から

の奨学生で「朴景洙」君の挨拶文です。 

2007年横浜市立大学で経営学を学びました。留学した当

時は毎日 10時間以上アルバイトをして、学費や生活費を

稼がねばなりませんでした。最も辛かったのは、日本とい

う外国で友達や信頼できる話し相手がいなかった事です。

昨年から、ロータリー米山奨学金をいただけるようになり、

お金の心配をしないで勉強に励む事ができました。 

 私たちはロータリー米山奨学生であったことを誇りと

し、心に深く刻んで、終了する私たちが「日本と母国の懸

け橋」になって、一日でも早く貢献できる人材になれるよ

う日々努力する事を誓います。 

終了生代表 横浜国立大学大学院 国際社会科学研究科 朴景洙

【2010〜11 年度会長方針】     山下会長エレクト 

●文章は別紙に記載しました。お読み下さい。 

 ＜2010〜11年度会長方針を語る山下会長エレクト＞ 

 

【四つのテスト】               平澤会員 

【点鐘】                  大野会長 

【会報委員会】              文責 河島光男 

 



2010〜11 年度 会長方針 
 

Ｃｈａｎｇｅ  ＆  Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ 
～自らを変えて、挑戦していこう～ 

 
 

2010～11 年度ＲＩ会長レイ・クリギンスミスは、「ロータリーとは何か」「ロータリー・クラブとは何をす

る団体なのか」を問いかけています。そして、四大奉仕委員会の活動使命を端的に表した言葉『地域を育み、

大陸をつなぐ』というテーマとなりました。 
 しかしながら、今日本のロータリーはその活動根拠となる会員の減少という荒波にさらされています。

ロータリーが一世紀を超えて、初めての大きな試練と言えます。それは、 
予算不足→クラブ活動の停滞→魅力の無いクラブ→退会、新会員の減少という悪循環に陥っているのです。当

クラブも例外ではありません。まさに最重要課題です。少人数でも身の丈に合った活動をすれば良いのではと

の考え方もあります。しかし、ロータリーの最大の財産は会員です。優秀な人材なくして、ロータリーの崇高

な理想の実現は不可能であり、何より会員増強がなければ、次世代への責務を果たすことはできません。今こ

そＲＩ会長の言葉に会員ひとりひとりが胸に手をあてて問いかけて見て下さい。そして硬直化した考えを捨て、

綱領の第一項「奉仕の機会として知り合いを広めること」に挑戦して行きたいと思います。どんな組織にも常

に新しい血は必要です。結果よりも全員参加による会員増強活動のプロセスが大事です。そのプロセスこそ会

員の結束をより高め、活性化した魅力あるクラブになる第一歩と考えています。私自身ロータリーに入会して

14 年、最初は慢然とロータリーに所属しているだけでしたが、クラブ幹事・会長を経験して真のロータリー

の魅力に気づいてきました。今年度は会長として率先垂範、自らの意識を変え、何事にも挑戦して、      

川崎麻生ロータリークラブとともに成長していきたいと思います。 
 
＜クラブ重点実施計画＞ 
 

1 副会長制の導入 
円滑なクラブ運営・効果的な例会を目指します。 

 
2 会員増強へのチャレンジ 

全員参加による計画的な増強活動、純増 1 名以上を目指します。 
 
3 例会卓話の充実 
  外部・地区ＲＣの卓話を年 6 回、会員卓話は全員行います。 
 
4 社会奉仕活動の推進 
  ニコニコ基金をフル活用して、地域各種施設へのボランティア活動を年 3 回行う。 
 
5 ロータリー財団、米山奨学会への寄付 
  Ｒ財団、米山奨学会の使命・意義を理解し、善意の寄付により目標を達成する。 
  米山奨学生 2 名の受け入れとフォロー。 
 
次年度創立 20 周年に向け、皆様とともに充実した一年にしましょう。 

                          2010〜11 年度会長 山下俊也 
 


