第 1353 回 例会記録 2021 年 10 月 22 日（金） S.A.A.委員長 志村 幸男

ガバナー公式訪問
【開会点鐘】 鈴木 昭弘会長 【S.A.A.】 志村 幸男委員長
佐藤 忠博 委員
【 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】

鈴木 昭弘 会長

◆小倉 正 様 第 2590 地区ガバナー（横浜ＲＣ）

小倉正 ガバナー

鐘上智 地区副幹事

越水詞郎 ガバナー補佐

◆鐘 上智 様 第 2590 地区副幹事（横浜ＲＣ）
◆越水 詞郎 様 第３G ガバナー補佐（川崎西 RC）
じょ

せいいち

◆徐 菁一 さん 米山奨学生
【会長報告】

鈴木 昭弘 会長

１．ガバナー事務所より、
〇『2021-22 年度地区大会』会場参加
型開催に切替えのご案内。
11 月 27 日（土）《大会二日目》
全地区内会員参加 ※YouTube 配信は中止
〇地区大会記念チャリティーゴルフ大会の成績表が届く。
・優勝

吉原 守会員（横浜戸塚ＲＣ）

・当クラブトップ 鈴木 豊成会員（３４位）
【幹事報告】

圓城寺 広明 幹事

★会報着
◎川崎とどろきＲＣ 第1001回～第1004回

《お知らせ》
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梅澤 馨 委員長
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【各委員会寄付】
委員会

第 1353 回(件数)

合 計

ニコニコ委員会

21 件

￥29,000

ロータリー財団委員会

5件

￥37,400

米山記念奨学委員会

4件

￥36,000

【ニコニコ委員会 メッセージ】

青戸慶太 社会奉仕委員長

●お客様

〇１１月２７日（土）地区大会への
出欠確認表を回覧しております。ご記入をお願いします。
〇木村 良三会員が代表取締役を務められている㈱プレス
ビーの『度数調整メガネ』が読売新聞全国全段１ページ
で広告が掲載されます。 東京版：１０月２３日（土）

◇横浜RC ２５９０地区ガバナー 小倉 正 様
【本年度ガバナーを拝命しました横浜ロータリークラブの小倉
正と申します。本日は公式訪問にお伺いさせていただきました。
貴クラブの皆様のご支援とご協力を頂き、地区５３クラブの
益々の発展の為に努力して参ります。宜しくお願いいたします】

第 １ ３ ５ ４ 回 例会 １１月 ５日（金）定例理事会
第 １ ３ ５ ５ 回 例会 １１月１２日（金）招聘卓話
第 １ ３ ５ ６ 回 例会 １１月１９日（金）フォーラム

ホテルモリノ
ホテルモリノ
百合ヶ丘カントリー倶楽部

［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

2021-22 年度 RI 会長

◇横浜RC 第2590地区副幹事 鐘 上智 様
【本日は小倉ガバナーの公式訪問に同行させて頂きました。
お世話になります。どうぞ宜しくお願いいたします】

2021-22 年度 RI 会長テーマ
2021-22 年度 RI 会長テーマ

◇川崎西RC 第３Gガバナー補佐 越水 詞郎 様
【本日は小倉ガバナーの公式訪問に同行させて頂きました。
どうぞ宜しくお願いいたします】
映像では RI 会長のメッセージ
が続きました。（英語）

●会員
◇鈴木昭弘会長
【小倉ガバナー 本日はようこそお越しくださいました】
◇大野会員、◇親松会員【小倉ガバナー雨の中ようこそ】
◇栗田会員【おはようございます】
◇佐藤会員【梶さん『財務大臣』表彰おめでとうございます】
◇志村会員【小倉ガバナー公式訪問宜しく】
◇鈴木憲会員【小倉ガバナーの公式訪問を祝って】
◇鈴木豊会員、◇山下会員【小倉ガバナーようこそ】
◇長瀬会員 ◇森 会員 ◇青戸会員 ◇宇津木会員
◇梅澤会員 ◇梶 会員 ◇木村会員 ◇佐々木会員
◇中山会員

●世界の会員数を 2022 年 7 月までに 130 万人に
「each one, bring one」
各ロータリアンが新会員一人を入会させましょう
●世界各地で７つの重点分野に焦点を当てた
7 回の RI 会長主催会議を開催

以上、ご協力ありがとうございました。

【R 財団委員会 メッセージ】

鈴木憲治 国際奉仕委員長

●「ロータリー奉仕デー」への
参加を呼びかけましょう

◇鈴木会長【小倉ガバナーの訪問を心より歓迎いたします。】
◇鈴木憲治会員【小倉ガバナーの公式訪問を祝して】

2021-22 年度

◇大野会員 ◇志村会員 ◇鈴木豊会員
ご協力有難うございました。

【米山記念奨学委員会 メッセージ】

鈴木 豊成 委員長

◇鈴木昭弘会長【小倉 G の訪問を心より歓迎致します】

地区方針

″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）～

◇鈴木憲治会員【小倉ガバナー公式訪問を祝して】
◇大野会員 ◇鈴木豊成会員

【ガバナー卓話】

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みましょう

ご協力有難うございました。

小倉 正 第 2590 地区ガバナー

・ロータリーの原点である親睦と奉仕を基本に、各クラブに最も
ふさわしいクラブ創りを目指しましょう。
・戦略計画／長期計画を再調整し、それを遂行しましょう。
・会員の積極的な参加を促せるようなクラブ運営を目指しましょう。
・ロータリーの目的にある職業奉仕の高い倫理観とは、とりも
なおさず企業や組織の CSR（Corporate SocialResponsibility）
であり、これは職業奉仕に他なりません。
・新会員、若年会員、女性会員とのつながりを築く機会を提供

始めに越水詞郎ガバナー補佐によるガバナーご紹介がありま

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クラブの取り組みを支援していきます。

した。※内容は「活動計画書」に掲載されています。

２．会員基盤の充実と強化をしましょう

【ガバナーコメント】
「ガバナーエレクトの時からコロナ禍のため、様々なガバナー

会員増強が最大の課題でありますので、従来にない職業、女性、

研修などもオンラインで行われ、実際に RI 会長にお目にかか

若い世代の入会を促進しましょう。

ることはありませんでした。

当地区は女性比率が低いので特に重点をおく必要があります。

オンラインはフロリダからの現地時間で始まるので、日本では

す。

午後 11 時からのスタートになるわけです。約２～３時間かかり

３．奉仕プロジェクトの充実を図りましょう

ますが、これが 11 日間続きました。その後朝９時からも会議が
あり結構大変な思いをしました。」

各クラブにあった奉仕プロジェクトの充実をお願い致します

【四つのテスト】 青戸 慶太 会員

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。
・恒久基金への

寄付 1,000 ドル以上の寄付者 ○30 名未満のクラブ

2020-22

年度に 1 名以上 ○30 名以上 50 名未満のクラブ 1 名以上
○50 名以上のクラブ 2 名以上
○ポリオプラス基金への寄付

【会報委員会】 山下 俊也 委員長
◇文責：森 茂則副委員長 ◇写真：木村 良三委員

ロータリー財団の寄付目標
・年次基金への寄付 一人当たり 150 ドル以上

【閉 会 点 鐘】 鈴木 昭弘 会長

一人当たり 30 ドル以上

『 世 界 ポリオデー』
トレインジャックプロジェクト
JR 東日本の女性専用車などに中づり広告でジャック
１０月１８日～２４日

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
ポリオのない世界まであと少し
６．IM（インターシティミーティング）
を開催しましょう
変動する時代を踏まえたロータリーのあり方を考える IM を開催しましょう。

７．My ROTARY
の登録率を向上させましょう
当地区の登録率 26.69％

８．ロータリー賞（クラブ対象）
に挑戦しましょう
My ROTARY」から「ロータリークラブ・セントラル」を開き
「目標設定・確認センター」で目標の設定と達成の報告を行います。

写真提供：鈴木憲治会員
2021 年 10 月 22 日

集合写真提供：大野勉会員

