第 1334 回 例会記録 2021 年 3 月 26 日（金） S.A.A.委員長 中山 隆弘
【開会点鐘】 蓬田 忠 会長 【S.A.A.】 中山 隆弘 委員長
【例 会 場 】 ホテルモリノ
【 ソ ン グ 】 ロータリーソング『四つのテスト』
【ゲスト・ビジター紹介】

蓬田 忠 会長

◆三富 末雄 様 第３G ガバナー補佐（川崎高津ＲＣ）
じょ

せいいち

◆米山奨学生 徐 菁一 さん
【ガバナー補佐のお話】

三富 末男 第３Gガバナー補佐

昨年のガバナー公式訪問以来ご無沙汰しております。緊
急事態宣言が解除されましたが、油断する状況ではありま
せん。１月、２月、３月前半まではほとんどのクラブが休会で
した。12 月 12 日に予定しておりました IM が開催直前に中
止となり残念です。会員同士の交流がなく寂しい思いです。
月信３月号に第３グループで４名の方のお話が載ってお
り、麻生 RC では蓬田会長が執筆されています。
私自身、定年退職後に入会し約２０年経っておりますが、
ロータリーの交流が心身の活性化に役立っております。
23 日に開かれた百合丘 RC の例会では、実際に会場に

地区の予算ですが、まだ 20％しか使っておりませんので、
どうするかはガバナー補佐連絡会議で具体的な話が出ると
思います。一例としては『こども食堂』への支援、その他施
設への支援など、という声が上がっています。その結果はご
報告をいたします。今期はあと３カ月、クラブ運営など各クラ
ブで工夫していただいて、宜しくお願い致します。
【会長報告】

蓬田 忠 会長

１．ガバナー事務所より
〇2023-24 年度ガバナーノミニー

来られる方とリモートで参加される方との例会で、初めての

告知・確定宣言が届いております。

ことで見学させていただきました。今後各クラブもそのような

樋口 明 様

例会を考えていかないといけないのではないかと思います。
アンケートでの意見によると、大多数のクラブは、従来通
りの例会であってほしいとの希望で、長期休会などやむを
得ない場合のみオンラインにすればよいのではないかとの
意見が多かったようです。
地区の行事で、３月２８日地区研修は録画配信、５月１日
の地区大会も事前に録画して YouTube 配信など、オンライ
ン配信で行っております。

ひ ぐ ち

あきら

神奈川 RC

〇2021-22 年度 地区ロータリー財団奨学生選考結果が
届く。 当クラブ推薦 鈴木 楓子（ｽｽﾞｷ ﾌｳｺ）様
残念なことに選ばれませんでした。
〇ロータリーリーダーシップ研究会パートⅢ開催の案内
が届く。 4 月 18 日（日） 9:00～17:00 オンライン
〇地区研修協議会動画視聴方法の案内と資料が届く。
〇2021 年度の米山奨学生 業務委託・覚書が届く。
２．Ｒ米山記念奨学会より『ハイライトよねやま２５２号』の案内。

第 １ ３ ３ ５ 回 例会 ４月 ２日（金）新会員入会式
第 １ ３ ３ ６ 回 例会 ４月１６日（金）会員卓話
第 １ ３ ３ ７ 回 例会 ４月２３日（金）新会員卓話

ホテルモリノ
ホテルモリノ
ホテルモリノ

［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
［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
※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：044-953-5111
TEL：044-966-1300
TEL：044-951-1322

３．麻生観光協会より、第 9 回麻生区観光写真コンクールの

●会員
◇蓬田忠会長【サクラがきれいです。一杯のみたいね】

報告が届いております。

◇川﨑航幹事【サクラがきれいです】

４．川崎・しんゆり芸術祭実行委員会より、
〇第 4 回実行委員会開催の案内が届いております。
4 月 8 日（木） 18:30～ 麻生区役所 4 階第 1 会議室
〇2021 公演のご招待の案内が届いております。

◇碓井美枝子会員【花がきれいな季節になってきましたね！】
◇大野勉会員【三富ガバナー補佐しばらくです】
◇親松明会員【孫が就職しました】

【ご報告】麻生警察より以前お話のあった「迷惑防止基金」

◇鈴木憲治会員【コロナまだまだです。油断禁物です】

寄贈に対しての感謝状

◇長瀬敏之会員【お久ぶりです】

授与のため、 ３月１ ６日

◇青戸慶太会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員

(火)に麻生警察署にて

◇圓城寺広明会員 ◇大石佳会員 ◇梶俊夫会員

頂いて参りました。

◇木村良三会員 ◇佐々木範行会員 ◇鈴木昭弘会員
◇中山隆弘会員 ◇森茂則会員 以上、ご協力ありがとうございました。

【米山記念奨学委員会 メッセージ】
◇蓬田忠会長 ◇川崎航幹事

梅澤 馨 委員長

【サクラがきれいです】
ご協力有難うございました。

【プログラム委員会】

碓井 美枝子 委員長

※プログラム変更が多いのでご注意ください。
４月第１週（2日) 新会員入会式
４月第２週（9日) 休会

【幹事報告】

川﨑 航 幹事

４月第３週（16日) 志村会員卓話

★例会変更
◎川崎西ＲＣ

４月第４週（23日) 新会員卓話
4/30（金） 定款休会

４月第５週（30日) 休会

◎川崎高津ＲＣ 4/1（木）⇒4/3（土）変更
移動例会「献血活動」

【米山奨学生終了式 報告】 大野勉会員（米山学友会委員）

4/8（木）休会

4/15（木）通常例会 12:30 点鐘 4/22（木）夜間例会 18:00 点鐘
◎川崎高津南ＲＣ 4/12（月）⇒4/17（土）に変更 「献血活動」
4/26（月）⇒5/１（土）地区大会へ振替

３月20日(土)に2020年度米山奨学生終
了式がキャメロットジャパンで行われ、
14：00～開始、14：40に終了しました。地
区からは吉田ガバナー、大野清一米山

◎川崎ＲＣ ◎川崎とどろきＲＣ ◎川崎中ＲＣ

理事、米山記念奨学委員長、委員、カ

【出席委員会】

ウンセラー、米山学友会長、理事が出

圓城寺 広明 委員長
修正

出席率

席しました。米山奨学生に終了証書授与、カウンセラーにはお

66.7％

礼状を渡し、代表で２名が謝辞、そしてスライドなどを見て最後

例会

会員

出席

欠席

1334 回

33

22

11

1333 回

33

20

13

3

69.7％

1332 回

33

25

8

0

75.8％

を差し上げました。(P4に写真） 卒業生は１９名の方々が集い
ました。来年は当クラブの徐さんが卒業です。4月17日にはオ

【各委員会寄付】
委員会

に写真撮影をしました。お土産として全員に文明堂のカステラ

リエンテーションがありますので、参加いたします。
第 1334 回(件数)

合 計

ニコニコ委員会

20 件

￥21,000

米山記念奨学委員会

2件

￥3,000

【名簿確認】 圓城寺 広明 次年度幹事
次年度の活動計画書とロースターの会員
名簿の確認をお願いいたします。修正や

【ニコニコ委員会 メッセージ】 鈴木昭弘 クラブ奉仕委員長

変更のある方は、４月９日の例会までにお

●お客様

届けください。

◇川崎高津RC

【四つのテスト】

栗田 将弥 会員

【閉 会 点 鐘】

蓬田 忠 会長

【会報委員会】

鈴木 眞一 委員長

三富末雄 第３Gガバナー補佐
【しばらくぶりに訪問しました。お世話
になります。よろしくお願いします】

◇文責：森 茂則 副委員長

◇写真：大石 佳 委員

日

時：2021 年 3 月 18 日(木)13：30～17：00

場

所：ホテルプラム３階ジョルジュサンク
（Zoom を併用した研修）

❖2021-22 年度

RI テーマ

「奉仕しようみんなの人生を豊かにするために」
(Service to Change Lives)
皆さんは、奉仕プロジェクトで大切な役割を担われ、人々の
人生をより豊かにしてこられたと思います。奉仕のニーズが
あるからこそ、皆さんは奉仕してこられたのです。そこで、来
るロータリー年度には、人々のために奉仕し、その人生を豊
かにするために援助していただけるよう、お願い致します。

●ロータリーの目的にある職業上の高い倫理観とは、とり

もなおさず企業や CSR(Corporate Social Responsibility)
であり、これは職業奉仕に他なりません。そこで、新入会
員、若年会員、女性会員とのつながりを築く機会を提供
し、ロータリーの大きな強みを生かしましょう。（地区では
そのような機会を支援しています。
２．会員基盤の充実と強化をしましょう
● 会員増加が最大の課題でありますので、従来にない

職業、女性（当地区は女性比率が低いので特に重点を
置く必要があります）、若い世代の入会を促進しましょう。
３．奉仕プロジェクトの充実を図りましょう

その理由から 2021-22 年度の RI テーマは上記のものとします。

●RI

行動目標

ために」でありますので、各クラブにあった奉仕プロジェ

① ロータリーの会員数を２０２２年７月１日までに１３０万人

クトの充実をお願いいたします。

に増やすこと。
② 奉仕イニシアチブにあたり、次年度の焦点は「女子のエ
ンパワメント」とする。
③ 世界各地で７つの重点分野に焦点を当てた７回の会長
主催会議を開催する。
④ 全てのロータリークラブとローターアクトクラブがロータリ
アンとローターアクター、そして一般市民の参加を促す
ための「ロータリー奉仕デー」を実施する。

❖２５９０地区のガバナーテーマ
「クラブ基盤のさらなる充実強化」
～会員の増強こそが最大のサービス（奉仕）～

テーマは「奉仕しよう みんなの人生を豊かにする

４．ロータリー財団と米山記念奨学事業に対するご理解と
寄付に協力しましょう
【ロータリー財団の寄付目標】
〇年次基金寄付 一人当たり 150US ドル
〇恒久基金寄付
（ベネファクター１名相当の寄付額は 1 000US ドル）
30 名未満のクラブは１名（1 000US ドル）以上
30 名以上 50 名未満のクラブは２名（2 000US ドル）以上
50 名以上のクラブは２名（2 000US ドル）以上
〇ポリオ・プラスへの寄付 一人当たり 30US ドル以上
【ロータリー米山記念奨学事業への寄付目標】

第 2590 地区の最大の課題は、地区会員の減少が続く今日

〇普通寄付 一人当たり 5,000 円以上

「会員の減少を食い止め、いかに増加に転じることができる

〇特別寄付 一人当たり 20,000 円以上

か」の会員増強の問題であると考えます。

合計で一人当たり 25,000 円以上

それには各クラブが、ロータリーの目的に沿った魅力あるク

５．公共イメージとロータリーの認知度の向上を図りましょう

ラブ創りによるさらなる基盤の充実と強化が必要であるとい

●「 ロータリーのビジョン声明」に謳われている“持続可な

うことで、RI 会長エレクトの「会員の増強」は引き続き、もっと

よい変化を生むために” 私たちは「ロータリーを理解し、

も大きな課題であるとの共通認識のもと、上記のガバナーテ

ともに行動しよう」という人々を増やしていく必要がありま

ーマとしたいと考えます。

す。そのために私たちはロータリーの存在を、ロータリー

１．ロータリーの目的に沿った魅力あるクラブ創りに取り組

の活動を外に向けて効果的に発信していきましょう。

みましょう

６．IM（インターシティみーティング）を開催しましょう

●ロータリーの原点である親睦と奉仕を基本に、各クラブ

●前年度は、新型コロナウィルスの感染拡大により

に最もふさわしいクラブ創りを目指しましょう。

開催できなくなりましたので、変動する時代を踏まえたロ

●会員の積極的な参加を促せるようなクラブ運営を目指

ータリーのあり方を考える IM を開催しましょう。

しましょう。

IM が

７．マイ ロータリーの登録率を向上させましょう
●まだまだマイ

ロータリーへの登録率が低いようですの

で、登録率の向上をお願いいたします。
８．2021-22 年度ロータリー賞（ロータリークラブ対象）に挑

① 職業奉仕を外し、青少年奉仕を加えること
② 小委員会として、社会奉仕委員会・国際奉仕委員
会・青少年奉仕委員会を設ける
４.研修委員会に小委員会として職業奉仕委員会を設ける

戦しましょう
●必須項目を検討の上、その活動項目を達成しロータリ

当該年度と変更になった部分、及び次年度既に日程が組

ー賞に挑戦しましょう。

まれている主な行事

❖地区の組織の変更

人頭分担金 今年度 34.5 ドル×2 年間 69 ドル
次年度 35 ドル×2 年間 70 ドル に変更

主な変更点として
１.従来のクラブ奉仕委員会→クラブ管理運営委員会に名

地区事業費 今年度 6000 円×２
次年度 5000 円×２ 合計 10000 円

称変更
２.従来の拡大・増強委員会→会員増強委員会に名称変更

ガバナー公式訪問日程 １０月２２日

３.従来の奉仕委員会（職業・社会・国際）→奉仕プロジェク

地区大会日程 １１月２６日～２７日 パシフィコ横浜

ト委員会に変更

国際大会日程 ２０２２年６月４日～８日 アメリカヒューストン

お土産のカステラ

２０２１年３月２０日

