
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［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】                山下会長 

【例会場】              ホテルモリノ 

【ソング】              花輪 SAA 委員 

 国家君が代・奉仕の理想 

【ゲスト・ビジター】             山下会長 

○川野  正久様（第 2590地区ガバナー） 

○鈴木  彬道様（第 3グループガバナー補佐） 

○波木井 輝明様（川崎北 RC） 

○相良  久征様（川崎北 RC） 

○パニアーズ・ルイス・トリスタン君（米山奨学生） 

○ホ・ダン・ミアンさん（米山奨学生） 

【会長報告】               山下会長 

1.2010-11年度地区大会登録申込のご案内が届いていま 

 す。申込期限 9月 17日(金) 

2.2010-11年度地区大会記念講演(小泉純一郎氏)会員御 

 家族・関係者の聴講のご案内が届いています。 

3.地区大会 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会登録のご案内 

 が届いています。10月 29日(金)17:40～19:40 

4.地区大会信任状証明書の提出依頼が届いています。 

5.地区ロータリー財団セミナー開催のご案内 

 9月 2日(木)15:00～17:30 ﾒﾓﾜ-ﾙﾌﾟﾗｻﾞｿｼｱ 21 

6.2010-11年度国際青少年交換留学生のご案内が届いて 

 います。書類提出期限 10月 29日(金) 

7.「入りて学び出でて奉仕せよ」掲示幕販売のご案内が  

 届いています。 

8.ロータリー米山記念奨学会ニュースが届いています。 

9.川崎・しんゆり芸術祭 2011第一回実行委員会の開催 

 の依頼が届いています。9月 22日(水)麻生区役所 

10.川崎フロンターレ選手寮「青玄寮」内覧会のご案内 

 が届いています。9月 2日(木)10:00～11:30 

【幹事報告】                 梅澤幹事 

1.文書着 

なし 

 

第 883回例会  8月 27日(金) クラブ米山奨学委員長会議報告 会員卓話（大野会員・尾作均会員・尾作弘会員・親松会員） 

第 884回例会  9月 3 日(金) 理事役員会③ クラブ新世代育成委員長会議報告 

 

     

地区大会のご案内        川崎北ＲＣ 波木井・相良 

10 月 29 日・30 日神奈川県民ホールにて開催いたします 

点鐘 13 時 00 分です 

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

 

【米山奨学金授与】                   山下会長 

トリスタン君とミアンさんへ米山奨学金を手渡す。 

 

 

第 882回 例会記録 平成 22年 8月 20 日（金） S.A.A 安藤 則雄 

      



【出席委員会】               長瀬委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 882回 23 18 5 - 95.65％ 

第 881回 23 22 1 1 100％ 

第 880回 23 21 2 - 91.30％ 

 

【ニコニコ委員会】             平澤委員長 

  第 882回（件数）   合 計 

ニコニコ     20件       ￥26,400 

●お客様 

◇ 川野正久様（第 2590地区ガバナー）「川崎麻生ＲＣ 

の皆様、本日はお世話になります。本年度の貴クラブ 

の活躍と発展、皆様のご健勝を祈念いたします。」 

◇ 鈴木 彬道様（第 3グループガバナー補佐）「本日は 

ガバナー公式訪問に付き添えとしてまいりました。」 

◇ 波木井輝明様・相良久征（川崎北 RC）「地区大会へ

のご参加のお願いにまいりました。」 

●当クラブ 

◇山下会長・梅澤幹事「川野ガバナーよろしくお願いい

たします」 

◇安藤優会員・志村会員・鈴木憲治会員・長瀬会員 

 鈴木眞一会員・花輪会員・平澤会員・森曻会員 

 山崎会員「川野ガバナーようこそ」 

◇ 安藤則雄会員・碓井会員・親松会員・河島会員 

森茂則会員    以上、ありがとうございました。 

【ロータリー財団】            鈴木憲治委員 

  第 882回（件数）   合 計 

R ・ 財 団     3件       ￥26,400 

◇ 山下会長「川野ガバナー宜しくお願いします」 

◇ 鈴木憲治会員「川野ガバナーの公式訪問を祝って」 

◇ 梅澤幹事 

【米山記念奨学】            鈴木憲治委員長 

  第 882回（件数）   合 計 

米山奨学     3件       ￥40,000 

◇ 鈴木憲治会員「川野ガバナーの公式訪問を祝って」 

◇ 梅澤幹事◇山崎会員 

【地区報告】       鈴木憲治地区米山奨学委員長 

 ●ＲＩ会長に田中作次氏（2770 地区八潮ＲＣ） 

 「会長指名委員会により 2012 年〜13 年度の国際 

  ロータリー会長に選出されました。」 

 

【ガバナー紹介】    鈴木第 3グループガバナー補佐 

 川野正久ガバナー（川崎北ＲＣ）1944年 10月 19日生 

 日本大学法学部卒業  株式会社川野商店代表取締役 

 横浜ラグビースクール指導員、桐蔭学園評議員 

 消防庁長官表彰受賞 

 1984年川崎北ＲＣ入会、2003-04年度 クラブ会長 

 2005-06年度 地区社会奉仕委員長 

 2006-07年度 地区国際奉仕委員長 

【ガバナー挨拶】 第 2590 地区ガバナー川野正久様 

「皆様こんにちは、本年度、第 2590地区のガバナーを努

めます川崎北ＲＣの川野正久です。どうぞ宜しくお願いい

たします。本日は川崎麻生ＲＣに公式訪問にお伺いいたし

ました。1年間よろしくお願いいたします。」 

【卓話】     第 2590 地区ガバナー川野正久様 

 長文の為別紙記載 

 

     卓話 川野正久ガバナー 

 

 

   川野正久ガバナーを囲んで記念撮影 

 

 

 

【四つのテスト】             碓井会員 

【点鐘】                山下会長 

【会報委員会】            文責 河島光男 

 

 



公式訪問 
 

ガバナー 川野 正久 
(川崎北ロータリークラブ) 

※網目の箇所は時間の関係でお話できなかった部分です。 

 

世界の多くの地区の退会者からの情報によりますと､(1)クラブに指導性がない

(2)クラブに魅力がない(3)感動する奉仕に関わるプロジェクトが少ない等の問題点

がある､と言われています｡ 

 

そこで(1)について､リーダーの心得として､①クラブに方針や目標を示す②強い

意欲をもって率先垂範する③会員の提案を温かく評価し､コミュニケーションをと

る④可能性を諮る⑤人の心を読み､成果を褒める⑥経験や体験を大切にし､人材の育

成を図ることが大事であると思います｡これはロータリアンでありました松下幸之

助氏の言葉です。覚えて於いてください｡ 

ロータリーの問題点①クラブに指導性がない② クラブに魅力がない③感動する

奉仕活動がない､と言われております｡ 

そこでロータリーの魅力についてですが､ロータリアンひとり 1 人が魅力をもた

なくてはなりません。そこで私はこの様に考えました。第一人称「自己を律するこ

と」、第二人称「友を大切にすること」、第三人称「他者への貢献」である。言いか

えれば、自己研鑚、友情（親睦）、そして奉仕でございます。このことを常に循環し

て問うことにより､自己の人格を形成し、向上させる訳でございます。このことをよ

り充実させるためには､親睦と奉仕そして例会への出席が重要であると理解してお

ります。 

魅力あるロータリーについて､次のようなことが考えられると思います｡（1）ロー

タリーは知人でなく､友人の集まりです。（2）思いやりの心が大切です｡（3）ロータ

リーの綱領と四つのテストを大切にし、職業の高い倫理性をもちましょう｡（4）一

業種一会員制を大切にし､職業分類の未充填を充填にする増強を｡（５）どんなプロ

グラムも原点に戻り、見直しとスクラップアンドビルドが必要です。  

 

さて､ロータリアンの活動を高めるには、①他のロータリアンとの親睦活動の推進 

②地元や世界の地域社会への奉仕活動 ③他の専門職業人とのネットワークづくり 

④努力に対する仲間や地域社会の評価が必要と思います｡そして､重要なのは､これ

らに関った仲間の功績をたたえることを忘れないで下さい。ロータリーの綱領、四

つのテストをはじめ多くの素晴らしいロータリーのルールは 104 年間脈々と作り上

げられたものなのです。意欲を尊重して頂きたい。 



 

さて、今年の 1 月 18 日から 24 日まで､アメリカ､カリフォルニア州サンディエゴ

で行なわれました国際協議会に出席してまいりました。 

会議場には､世界各国から､530 地区のガバナーと配偶者が参加し､日本からは 34

地区のガバナーと配偶者が参加しました｡ 

この中で女性のガバナーエレクトは 78名いらっしゃいました｡日本での女性ガバ

ナーは 1 人でした｡ちなみに､女性のガバナーは亀ヶ谷 PG の時に継いで日本で二

人目です｡ 

本会議場の入り口に「入りて学ぶ」 Enter To Learn､出口には､「出でて奉仕せよ」 

Go Forth To Serveの大きな看板がありました。 

ここに「入りて学ぶ」とは、ロータリーにあっては教師も生徒もおりません。全

員が生徒なのです。つまりロータリーの例会は「自己研鑚の場」であるわけです。 

また､「出でて奉仕せよ」とは､例会場を出たら学んだことを奉仕、実践せよ、とい

う意味です｡ 

次にレイ･クリンギンスミス RI 会長のロータリー歴をご紹介します｡元ロータリ

ー財団奨学生であり､1961年 ユニオンビル RC（ミズリー州）に入会しました。 

入会 14年目で、第 605地区ガバナーを務め、RI理事、Ｒ財団管理委員、39年目で、

国際ロータリー会長になりました 

続いて､略歴をご紹介します。米国ミズリー州カークスビルの弁護士であり､カー

クスビル トルーマン州立大学に 22年間勤務されております｡ 

 

私が着ているブレザーは、赤紫ですが、毎年色が変わっています。 

テーマ･ブレザーの導入は､25 年前に始まりました｡毎年ブレザーの色が違うのは､

国際大会等で同期のガバナーを見つけ易いからだそうです。 

この方が、レイ・クリンギンスミスＲＩ会長です。 

続いて､国際協議会のメインであります 2010－11年度の RIテーマの発表に移りま

した。なお今まで、数多くのテーマがありましたが、このロータリーのテーマは､

今から 61年前の 1949－50年度が最初といわれております｡ 

 RI会長は、テーマを決めるにあたり､ 

１）「ロータリアン以外の人にロータリーの目的を説明すること」 

「ロータリアンに自分たちの活動の意義を再認識してもらうこと」の２つを満

たすテーマを探しました｡ 

２）次に、言葉として何が適切かーロータリー活動の四大奉仕を考えると､ 

クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕は､例会を通じて自己を高め､職業を通じて善き

市民となり､地域社会をより住みやすく､働きやすい場所にすること すなわち

「地域を育み」を意味します｡ 

 



一方､国際奉仕は､国や大陸を異にする海外のクラブと協力し､世界理解･親善･平

和を広め､世界をより良くすること｡この国や大陸に橋をかけること｡すなわち、「大

陸をつなぐ」を意味します｡ 

 

このように､現在のロータリーの現在の使命を表し、私たちの業績を強調するため

に、私たちの得意とすること、すなわち、「地域を育み 大陸をつなぐ Building 

Communities Bridging Continents」が最適のテーマである、と発表しました。 

 

・続いて、RIの最優先事項として､(1)ポリオ撲滅 (2)青少年にかかわる活動を発表

し、強調事項として､６分野を掲げました｡私はこれを「人道的支援に関する活動」

としました。 

(1)ここでポリオについて少しお話をさせて頂きます。ポリオ(POLIO小児麻痺)とい

う身体の自由を奪う病の感染者の減少にロータリーは大きく貢献してきました｡ 

ロータリーは､1985 年ポリオプラスプログラム発足して以来､20 億以上の子供に経

口ポリオワクチンの投与を続け､現在までに世界 210 の国や地域からポリオが無く

なり､134 の国や地域がポリオ無発生の証明を受けました｡現在､ポリオ感染国はイ

ンド､パキスタン､アフガニスタン､ナイジェリアの 4 カ国といわれています｡この 4

カ国は､文化的･宗教的問題､地理的孤立､インフラ整備、武装紛争中で予防が非常に

困難な状況で､今までより多額な費用を必要とすることをご理解ください｡ 

 

また､最近の感染は 1979 年の 50 万人と比べると世界的に 99.％減少しています｡

これはタイプⅠ･Ⅱを開発した薬が効いているそうです。 

ナイジェリアが激減し、インドもポリオ撲滅に懸命であります。近年平均の 4 倍

もの子供を集めてワクチンを投与しているそうです。近い将来、ロータリーはポリ

オ撲滅の約束を果たすこととなるでしょう。 

 

次に(2)青少年にかかわる活動について述べます｡RI 会長は元ロータリー財団奨

学生です｡故郷ミズリー州のユニオンビルロータリークラブからの奨学生として 1

年間､南アフリカへ留学しました｡生まれ故郷で初めての国際親善奨学生でした｡50

年もまえの話です。帰国後２週間後彼は､ＲＣに入会しました。父もロータリアンで

した。 

・今まで 5万人近くの奨学生が留学の機会を与えられています｡ 

・また､6万人のＧＳＥチームが､別の国での研修を経験しています｡ 

・10万人以上の青少年交換学生が海外のホストファミリーにお世話になっています｡

このように次世代を担う青少年にかかわる活動は､国際理解･親善･平和に大変重要

な役割を担っています｡ 

国際親善奨学生だった経験から会長は､特に青少年の活動に意欲を持っています｡ 



 

・次に、強調事項として ①平和と紛争予防／紛争解決 ②疾病予防と治療 ③水と

衛生設備 ④母子の健康 ⑤基本的教育と識字率向上 ⑥経済と地域社会の発展で

す｡ 

これらの事項は未来の夢計画の 6 分野と同じです｡これらはロータリー財団の使

命と同じです。 

・各クラブの実情に沿った活動をお願い致します｡ 

・RI 会長は、私達が時間と労力という代償をはらうことができるならば､私達は必

ずこれらを成功に導くことができます､と語っています。 

 

次に､2010 年―11 年度 地区方針を述べさせて頂きます｡ 

 

1.「ロータリーの綱領」を推進し､ロータリーを楽しみましょう 

ロータリーの綱領すなわち目的は「有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し､

これを育成すること」にあります｡ 

ロータリーの目的を理解し､推進する機会を多く持ちましょう｡ 

また､ロータリーを楽しんでいただきたい､と思います｡楽しむことのルール、基本的

知識の理解が大切です｡まさに楽しむための「自己研鑽」が必要と考えます。 

 

2.RI の最優先事項「ポリオ撲滅」､「青少年にかかわる活動」､及び RI の強調事項

として「人道的支援に関する活動」（6 分野）を推進しましょう 

日本においては､ポリオについての関心が少ないので､少々お話をさせて頂きます｡

先ほど 1985年頃から､ポリオプラスプログラムが発足したと述べましたが､ 

わが国では､1982 年に､東京の麹町 RC の山田 彝(ﾂﾈ)会員が 3H 活動のため南イン

ドに行かれた際､ポリオに苦しむ子供達の惨状に深い関心をもち､この調査報告が麹

町 RCのポリオ撲滅運動提唱の原動力の一つになっております。国際ロータリーにも

何度もメッセージを送り､1986 年に 1 億 2 千万ドルのキャンペーンを実施すること

になったのです｡また､志を同じくする医師である峰 英二会員と再三南インドを訪

れましたが､お二人とも原因不明の病原菌に侵され亡くなりましたことをご報告い

たします｡ 

 

◎1982年、東京麹町ＲＣの山田彝(つね)、峰英二氏の活動が、ポリオ撲滅運動の

原動力になっています。 

また､今年の 2 月に神戸市の子供がポリオを発症したとの発表がありました｡ポリ

オは決して他人事ではないのです｡ 

 

 



「青少年に関する活動」として、インターアクト、ローターアクト、青少年交換、

ＲＹＬＡ、国際親善奨学生、米山記念奨学生、ロータリー平和フェロー等、活発な

プログラムがあります。 

従来のプログラムの踏襲だけでなく新たなプログラムの展開をお願い致します。 

 

・強調事項につきましては､6 分野を「人道的支援に関する活動」としました｡世界

では､きれいな水を飲むこともできず､不衛生な暮らしをせざるを得ない地域が大半

であること､教育の機会もない多くの人々がいます｡また満足に食べることのできな

い人々がこの地球上におります｡ 

 

私たちは､出来うる範囲で困っている人に援助の手を差しのべる勇気と行動が必要

なのではないでしょうか？  

各地域での紛争においても地雷の撤去､被害者への義足の供与等､数え切れないプロ

グラムがあります｡国際親善･理解･平和への道への各クラブの豊富なアイデアによ

る対応と活動の展開をお願い致します｡ 

 

3.各クラブの自主性を尊び､クラブ奉仕の充実を図り､職業奉仕の重要性を理解し

ましょう 

・ここに「クラブの自主性を尊び」とは､クラブ主導を意味します。 

・クラブ奉仕は、各クラブが楽しく充実した例会運営を目指してください。出席率

の向上にも繋がるものと考えます｡クラブの魅力は自己研鑽から。 

 

・例会はロータリーの中核といえます｡ 

 

例会での卓話は会員による卓話を重視してください。より会員相互の理解･親睦が深

まると考えております｡ 

・職業奉仕においての「四つのテスト」を尊び、倫理規範の高揚を図ってください。

例会等で職業奉仕を学ぶ時間を設けてください。 

 

4.各クラブ 5 パーセント以上の会員純増をお願いします 

 今年度 ５％の純増をお願い致します。   

 

３～５年を目標に 2950を目指したい。 

会員増強の問題は①会員勧誘 ②会員維持 ③新クラブ拡大の３つの分野につい

ての重要課題です｡ 

入会に関しては､ロータリアンとしてふさわしいかどうか､クラブに馴染んでいただけ

るか､ロータリーをよく理解して入会して頂く必要があります｡即ち、情報教育が重要です。 



また､クラブの会員はロータリアンとしての自覚とプライドをもち､自分たちのク

ラブを魅力あるものとすることが会員にとっても新会員を迎えるにあたっても､肝

心であると考えます｡ 

世界の大多数の地区の退会者から得た結果をお伝えいたします。 

①退会者の 70％はクラブに指導性がない。 

②クラブに魅力がない 

③奉仕に関わるプロジェクトがない 

 いずれもクラブに対する失望である。 

「地域を育み､大陸をつなぐ」その基盤は会員の維持･増強である 

 

次年度､地区の活動として新会員を対象としたセミナーを実施し､ロータリーの知

識の向上を図り､親睦を深められる機会を企画します｡長期的には､2590 名の増強に

繋がる活動を目指したいと思います｡ 

 

5．ロータリー財団への寄付は､会員 1 名あたり年次寄付 120 ドル､および各クラブ

でベネファクター2 名以上を目標とします 

 

昨年度、一人当たりの目標を達成しております。今年度も宜しくご協力お願い致します。 

 

ロータリー財団の趣旨および寄付金の使途等について分かりやすく説明し､ご協

力を得られるような活動をいたします｡ 

 

今年度 研究グループ交換､ＧＳＥは第 7750 地区 アメリカ･南カロライナと決ま

りました。関 会長のご尽力です。 

 

6.米山記念奨学会への寄付は､会員 1 名あたり普通寄付 5,000 円､特別寄付 20,000

円､計 25,000 円以上を目標とします 

 

16 年間の実績をおごることなく､米山記念奨学会の意義と目的を地道に説明して

ご理解ご協力をお願いします｡第２５９０地区は１人平均寄付額 30,227円で、当地

区が全国 1位になりました。今年度のご協力をお願い致します｡ 

 

７.広報の重要性の認識､情報の活性化によるロータリー活動の円滑化を高めまし

ょう 

「地域を育み 大陸をつなぐ」のテーマにある通り、ロータリアン以外一般の方

にロータリーの活動を知って頂き、ロータリアンに我々の使命を再確認するように、

効果的な方法･手段の検討をいたします｡ 



 

8.RI のテーマ「地域を育み 大陸をつなぐ」に沿った五大奉仕プロジェクトを実施

してください｡また､とくに国際理解･親善･平和を育みつなぐロータリー財団､米山

記念奨学会の趣旨をご理解いただき､より推進しましょう 

 

2010年規定審議会は新世代奉仕を加え五大奉仕と致しました。 

現在､当地区での青少年の活動は､インターアクト､ローターアクト､国際青少年交

換､国際親善奨学生､ロータリー平和フェロー､ＲＹＬＡ､米山記念奨学生等で活発な

活動を展開しております｡また､世話クラブ､ホームスティー､カウンセラー制度等で

大変お世話になっておりますが､国際親善･理解･平和に貢献し､「ロータリーの未来

のリーダーを育てる」ためにご協力をお願いします｡また､経験した青年にそれぞれ

の成果を発表の機会を設けてください｡ 

 

五大奉仕プロジェクトは､「効果的な目標」を設定するよう奨励してください｡全

員の決定であること､測定可能であること､意欲を惹起する取組みがいがあること､

達成可能であること､時間が定められていることを考慮して「地域を育み、大陸をつ

なぐ」を実施してください｡ 

 

9．“One for All  All for One” 

ひとりは全員のために 全員はひとりのために 

 

一人ひとりがクラブのために協力し､クラブは一人ひとりを大切に思いやりをも

ちましょう｡自分一人がいなくてもいいのだ､というのではなく､自分がいなくては

ならないのだ､という意識を持っていただきたい｡ 

 

会員一人がクラブの大切な２４の歯車であり､噛み合った人と人との友情こそクラ

ブの活性化･奉仕の情熱の高揚に不可欠であると確信しております｡ 

会員各位の結束した意識と行動で､充実した目標をたて楽しい実り多い年度を目

指してください｡ 

 

ロータリーの基本原理について述べさせて頂きます｡ 

（１）会員同士の友情は､先程お話した通り､一業種一会員の原則が重要です｡ 

職業分類の確立と未充填の補填が大切であると考えます。 

また､（２）「超我の奉仕」と 「最もよく奉仕する者 最も多く報いられる」の二

つの標語をどう理解するのか､疑問なわけですが､私と致しましては前者は奉仕の哲

学･理念を唱えたものであり､後者は奉仕の実践を解いたもの､であると理解してお

ります｡ 



次に（３）職業倫理の重要性を再認識する必要があります｡即ち､職業倫理規範の

遵守が為されているかどうか｡また､四つのテスト即ち①真実かどうか②みんなに公

平か③好意と友情を深めるか④みんなのためになるかどうか､慎重に再検討する時

ではないでしょうか｡ 

おわりに 

人生をどのように生きるか 

ロータリーをどうとらえるか 

人それぞれである 

人生にとって信頼できる多くの友人との 

出会いほど人生を楽しくするものはない 

ロータリーはそれを叶えてくれる 

 

あなたが主役です｡よろしくお願い致します｡ 
 

 


