
第１２９０回例会 ９月 ６日（金）委員長会議報告・理事役員会  ホテルモリノ 

第１２９ １回例会 ９月１３日（金）クラブフォーラム       ホテルモリノ 

第１２９２回例会 ９月２７日（金）移動例会（歓迎会）      柿生「とん鈴」 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【点  鐘】                親松 明 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【S.A.A .】                鈴木 豊成 委員長 

【ソング】       ロータリーソング『手に手つないで』 

【ゲスト・ビジター紹介】         親松 明会長 

◆轟 淳次様  第 2590 地区ガバナー（川崎マリーンＲＣ） 

 

 

 
 

◆鈴木 慎二郎様  地区幹事（川崎マリーンＲＣ） 

◆小山 宏明様 キャラバン隊（川崎マリーンＲＣ） 

◆瀧口 幹子様 キャラバン隊（川崎マリーンＲＣ） 

◆大野 勉様 第３G ガバナー補佐（川崎麻生ＲＣ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆米山奨学生 ミカル君→ 

【新会員 大石佳（このむ）様 入会式】       親松 明会長 

鈴木憲治会員ご紹介 

「前会員の野村証券㈱木村基さんが京都へ転勤となり、彼が

新支店長として来られました。以前の勤務が群馬で、太田 RC

に４年半ほど在籍されました。ご出身は岡山ということです。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新会員 大石佳様ご挨拶 

「先ほどのご紹介のように太田 RC に４年４カ月在籍しておりま

した。どうぞよろしくお願い申し上げます。」 

【会長報告】               親松 明 会長 

１．ガバナー事務所より 

10 月 25 日(土)・26 日(日)開催の地区大会資料及び登録内

容が届く。 

２．米山梅吉記念館より、賛助会への入会案内が届く。 

３．ロータリー財団より、ポリオ寄附明細が届く。 

☆尚、確定申告用領収証は 1 月未送付予定。  

４．川崎・しんゆり芸術祭 2019 実行委員会より、第 1 回実行委

員会開催の案内。  

9 月 26 日(木)18:30～20:00 麻生区役所４階 会議室 

 

 

 

 

 

 

［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：044-953-5111 

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

※第 5金曜日  休会または移動例会,他 連絡先：川崎麻生ロータリークラブ事務所 TEL：044-951-1322 

第 1289 回 例会記録 2019 年 8月 30日（金） S.A.A 委員長 鈴木 豊成 

 

 

 

「本日はキャラバン隊を含めて４名で伺い、

歓迎を受けて恐縮いたします。ガバナー補

佐よりご丁寧なご紹介をいただき、皆さまの

暖かい握手を受け、有難うございました。」 

 

キャラバン隊ご挨拶 「本日は地区大会の

お知らせとお願いに参りました。今年度は、

10 月 25 日（金）、26 日（土）、に開催いたし

ます。一日目は「世界で活躍する女性」と題

して講演がございます。その後、増強に関

してディスカッションを行います。二日目は

全体会議、講演、ディスカッションなどがあ

り、会員全員のご出席を願います。また、そ

れに先立ち、ゴルフコンペもございます。

ふるってご参加ください。」 

 

 
拍手でガバナーをお出迎え 

大石新会員〈右〉 

左より親松会長、轟ガバナー、大石新会員 

ガバナー公 式 訪 問  

 



【幹事報告】             宇津木 茂夫 幹事 

★例会変更 

◎川崎高津RC 

◇9/12(木)移動例会 早朝供養例会 大蓮寺 

◇9/26(木)夜間例会 ホテルＫＳＰ 18:00点鐘  

◇10/10(木)移動例会 防災教室 上作延小学校 

◇10/24(木)→10/26(土)移動例会 地区大会 

★会報着   ◎新川崎RC 第1155回（8/７） 

【出席委員会】           門間 亜砂子 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1289回 31 26 5  83.9％ 

1288回 31 24 7 5 93.5％ 

1287回 31 29 2 1 96.8％ 

【ニコニコ委員会】             梅澤 馨 委員長 

 第 1289回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    29件 ￥42,000 

●お客様 

◇川崎マリーンRC 第2590地区ガバナー 轟 淳次様 

 【ガバナーを拝命致しました川崎マリーンロータリークラブの

轟 淳次と申します。本日は公式訪問にお邪魔させて頂きま

した。皆様の想いを地区運営に活かしてまいります。どうぞご

指導とご協力の程、宜しくお願い致します。】 

◇川崎マリーンＲＣ第2590地区幹事 鈴木 慎二郎様 

 【本日は地区訪問に随行致しました地区幹事の鈴木慎二郎

と申します。轟ガバナーを支えるべく、一年間、邁進致します

ので皆様のお力添えを心よりお願い申し上げます。】 

◇川崎マリーンＲＣ 小山 宏明様 

 【本日は地区大会のご案内と参加のお願いに伺いました。来

る10月25・26日、皆様のご参加をお待ちしております。宜し

くお願い致します。】 

◇川崎マリーンＲＣ 瀧口 幹子様  【同上】 

◇川崎麻生ＲＣ 第2590地区ガバナー補佐 大野勉様 

 【轟ガバナー・鈴木地区幹事・キャラバン隊の皆様、本日は

宜しくお願い致します。】 

●会員 

◇親松明会長 

【轟ガバナー・鈴木地区幹事、今日は宜しくお願いします】 

◇宇津木茂夫幹事【同上】 ◇川﨑航会員【同上】 

◇志村幸男会員【同上】 ◇鈴木豊成会員【同上】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇青戸慶太会員 ◇碓井美枝子会員 ◇梅澤馨会員 

◇梶俊夫会員 ◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員  

◇佐々木範行会員 ◇佐藤達弥会員 ◇鈴木昭弘会員  

◇鈴木憲治会員 ◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員  

◇長瀬敏之会員 ◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 

◇門間亜砂子会員 ◇山上剛史会員 ◇山下俊也 

◇雪井洋子会員 ◇蓬田忠会員 

以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団委員会】  黒木 啓太郎 国際奉仕委員長 

 第 1289回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    5件 ￥27,600    

◇大野勉会員【ガバナー公式訪問を祝って】 

◇鈴木昭弘会員【轟ガバナー公式訪問を祝って】 

◇鈴木憲治会員【同上】  ◇親松明会長  

◇山下俊也会員          ご協力有難うございました。 

 

 

 

 

 
 

【米山記念奨学委員会】         木村 良三 委員長 

 第 1289回(件数) 合計 

米山記念奨学 5件 ¥27,000    

◇親松明会長【ガバナー公式訪問を祝って】 

◇大野勉会員【同上】 ◇鈴木憲治会員【同上】 

◇蓬田忠会員【同上】 ◇木村良三会員 

ご協力有難うございました。 

※8月29日に米山奨学委員長会議に出席して参りました。 

※10月は米山月間です。よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
門間亜砂子 出席委員長       梅澤馨 ニコニコ委員長 

  
黒木啓太郎 国際奉仕委員長         木村良三 米山委員長 

 

 



【ガバナー卓話】        轟 淳次 第 2590 地区ガバナー 

 

※以下、卓話データを省略記載、実際の卓話内容は範囲の広いものです。 

 

 

 

 

 

 

はじめに今年度の RI 会長 

マローニーさんの演説を 

ご覧ください。（約５分位） 

次に、個人的主観で構成 

した「女性とロータリー」と 

いうタイトルでお話します。 

 

ポール・ハリスの夫人  

”ジーン・トンプソン・ハリス” 

ロータリアンとその夫人たちに自 

宅を開放し、お互いに打ち解ける 

ようにしました。そして、夫人たち 

の間で生まれた連帯感と奉仕の 

精神によって、夫人たちも一緒に 

奉仕をするようになっていきました。 

女性のロータリー入会の経緯 

1970 年代 規定審議会に女性入会に関する制定案が提案否決 

1987 年 米国最高裁判決「国際ロータリーが女性を入会せた

という理由だけでクラブを除名することはできない」 

1989 年 女性会員がロータリーにおいて正式に認められた 

1989 年 日本最初の女性会員誕生（第 2500 地区） 

2007 年 2630 地区の田中稔子氏（桑名北ＲＣ）が日本初の女

性ガバナーに就任。 

1990 年には女性のロータリアンの数が 2 万人以上 

現在 2018‐2019 年度 女性会員：25 万人（世界：２０％ 日本：６％） 

第 2590 地区 2018－2019 9.3％（男性：1870 人女性：193 人） 

★女性会員の大幅増強を！  

現在 9.3％→15％目指す 

女性社長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー世界平和奨学生の先駆者  

前国連難民高等弁務官・緒方貞子氏 

『ロータリーは、現在もまだ続けているコ 

ースに私を乗せてくれました。もし私が 

国際親善奨学生としてアメリカの大学に 

行かなかったならば、国際理解の研究に従事しようとは思わな

かったでしょう。』 

24 歳の時に、女性として日本で最初（全体でも日本から２人目）

のロータリー財団フェロー(1951～52 年）に選ばれ、ワシントン

D.C.にあるジョージタウン大学で国際政治学の勉強 

2019－2020 年度 国際ロータリー 女性ガバナー（２名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】 木村 良三 会員  【点 鐘】 親松 明 会長 

【会報委員会】 ◇文責：川﨑航 委員 ◇写真：佐藤忠博 委員 

 

 

 

 

《女性とロータリー》 

 

 

女性によるロータリー活動の歴史の始まり 

 

女性社長の職業分類 

 

  
安間みちこ（あんまみちこ） 

1953 年 12 月 25 日生まれ 
第 2620 地区 

浜松ハーモニーロータリークラブ 

 

嶋田 康子 （しまだやすこ） 

1945 年 6 月 26 日生まれ 

第 2540 地区 
秋田北ロータリークラブ 

女性の活力で甦らせようロータリー 

女性ロータリアンを増やそう 

 

 

 
卓話を有難うございました 

 


