
★司会　伊藤恒満 副SAA
点鐘　三野公一 会長★
ロータリーソング★

「それでこそロータリー」
 ソングリーダー　 中條藝立 会員

〇ありません

2. 5/25(土)仙台・岩沼千年希望の丘
 「育樹祭＆植樹祭＆収穫祭」を開催します。
 鈴木会員が出席されます。
3. 6/6ﾛｰﾀｰｱｸﾄ第49回「地区研修協議会・卒会式」
　 ホテルキャメロットジャパンにて開催いたします。
4. その他
①5/23日多摩川干潟ﾈｯﾄﾜｰｸの総会を開催します。 
 　小枝会員､河口会員､三野会長が出席します。
　 お時間がある方は御参加ください。
②本日、理事会議事録を配布致します。
③5/9入会申込をいただいた南一朗様について、

1.マルチプルポールハリスフェロー表彰
　 増田敏雄会員、鈴木慎二郎会員

■山本栄次　地区大会促進委員
  地区大会開催に向けてのキャラバンに皆様の
 ご協力を宜しくお願い致します。

1.例会変更のお知らせ

 ●川崎幸ＲＣ
      6/28（金）指定休会日

　 ●新川崎ＲＣ
    5/29（水）～30（木）一泊移動例会
    「会長幹事ご苦労様会」
    6/12（水）休会（理事会裁量による）
    6/26（水）休会（定款細則による）

◎5月30日（木）「会長エレクト卓話」
　　　　　　　　　　 福嶋　安行会長エレクト

◎6月 6日 （木）「会員卓話」
　 　　　　　　　　　 中條藝立会員
　　　　　　　　　　 宮本欣淳会員

◎6月16日（木）「期末一泊移動例会」
 場所：ｴｸｼﾌﾞ湯河原
  住所：神奈川県足柄下郡湯河原
 町宮上 631-1 
 TEL： 0465-60-2555（フロント）　   
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2018～19年度 ＲＩテーマ

副会長幹事会長 
2018-2019年度 RI会長

バリー・ラシン

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

今 後 の 予 定

委 員 会 報 告 

ビ ジ タ ー 紹 介 山﨑美津夫
親睦活動担当員
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　出　席　報　告 西尾 猛 出席委員長
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会　長　報　告 三野公一 会長

ゲ  ス  ト  紹  介 三野公一 会長 

三野会長より
米山奨学金を授与しました

三野会長よりバッチが贈呈されました。
左：増田敏雄会員（第４段階）　右：鈴木慎二郎会員（第５段階）

〇ありません

林　伸彦　幹事幹　事　報　告

　　

　

【特別ビジター】
〇2018-19年度
　 第１グループガバナー補佐
　 奥山 繁樹 様

〇2019-20年度
　 第１グループガバナー補佐
　 牛山 裕子 様

【ロータリー米山奨学生】
〇アナック アグン 
　　　　　　　ケント アリットさん

　



ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 内田秀彰　副会長

★ガバナー補佐引き継ぎの挨拶に参りました。
　１年間有難うございました。
（2018-19年度 第１グループガバナー補佐 奥山繁樹様）
★今年度第１グループガバナー補佐奥山様と御一緒に
　伺いました。次年度、轟ガバナーの下でガバナー補佐
　を務めさせていただきます。川崎大師ＲＣ牛山でござい
　ます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
（2019-20年度 第1グループガバナー補佐 牛山裕子様）

◆野口会員
 1.轟ガバナーエレクト、本日の卓話宜しくお願いします。
 2.西尾さん、先日の初カツオ有難うございました。
 みんな喜んでくれました。
◆増田(敏)会員
 5/20第２回地区大会実行委員会に御参加、ご協力有難う
 ございました。 次回、6/27(木)第３回地区大会実行委員会
 ご予定のほど 宜しくお願い致します。
◆河口会員
 1.奥山様、牛山様、本日はようこそいらっしゃいました。
 2.轟ガバナーエレクト、本日の卓話宜しくお願い致します。
◆秦会員
　  奥山様、牛山様、お忙しいところ暑い中御苦労様です。
 轟ガバナーエレクト、今日の卓話宜しくお願いします。
◆福嶋会員
    奥山ガバナー補佐、牛山次年度ガバナー補佐、ご来会
 有難 うございます。
 轟ガバナーエレクト卓話宜しく。
◆島田会員
   奥山ガバナー補佐、牛山次年度ガバナー補佐いらしゃい
 ま せ。本日は、お世話になります。
◆山本会員
 地区大会実行委員会にご出席の皆様、大変お疲れ様でした。
◆小山会員
 奥山ＡＧ、牛山ＡＧエレクト本日はようこそいらっしゃいました。
　 轟ＧＮ、本日の卓話宜しくお願い致します。
◆鈴木会員
 奥山ＡＧ、牛山次年度ＡＧ、ようこそお越しくださいました。
 昨日のＲＬＩ勉強会出席の皆様、楽しい時間でした。
 轟ガバナーエレクト、連日連夜お疲れ様です。
 本日の卓話楽しみにしております。
◆轟会員
 1.奥山ＡＧ、牛山次年度ＡＧようこそいらっしゃいました。
 2.あと１ケ月余りでいよいよガバナー年度のスタートです。
 皆様、お力添えの程を宜しくお願いいたします。
◆松中会員
 奥山ガバナー補佐、牛山次年度ガバナー補佐ようこそ。
 轟ガバナーエレクト、卓話の程よろしくお願いします。
◆山﨑会員
  本日は所用の為、卓話を聞けなくて申し訳ありません。
◆伊藤(秀)会員
 轟ガバナーエレクト、本日の卓話宜しくお願いします。
◆三野会員
 奥山ガバナー補佐、牛山次年度ガバナー補佐ご来訪
 有難うございます。
 轟ガバナーエレクト、卓話宜しくお願いします。

  ホルガー・クナーク氏

  (ドイツ、ヘル  ツォークトゥム・  ラウエンブ

  ルグ・メリン・  ロータ  リークラブ会員）

  が2020-21年度国  際ロータリー会長に選

  出されました。 

  会長指名委員会は、スシル・グプタ氏が

  健康上の理由で先月会長ノミニーを辞

  任したことに伴い、再度会長ノミニーの
選考を行いました。

対抗候補者の氏名  が提出されない限り、クナーク氏は5月
31日に正式に会長ノミニーとなります。 

クナーク氏は、会員基盤を強化するためにはロータリーが女
性会員数を増やし、ローターアクターのロータリークラブへの
移行に焦点を当てる必要があると話します。「優秀なロー
ターアクターが大勢いるにも関わらず、ロータリークラブに入
会するのはほんのわずかです」とクナーク氏。

ロータリーの「世界を変える行動人」キャンペーンは、ロータ
リーが公共認識を高める上での新しい可能性をもたらすとク
ナーク氏は話します。「それぞれの地域性や文化を尊重し
つつ、ロータリーの国際的なイメージを伝えるのに最適な
キャンペーンです」 

1992年にロータリーに入会したクナーク氏は、ロータリーの
財務長、理事、モデレーター、各種委員会の委員や委員長、
規定審議会代表議員、ゾーンコーディネーター、研修リー
ダー地区ガバナーを歴任したほか、恒久基金／大口寄付ア
ドバイザー、2019年ハンブルグ国際大会ホスト組織委員会
の共同委員長でもあります。 

不動産業を営む「Knaack KG」のCEOであり、125年続く家
族事業の「Knaack Enterprises」のパートナー兼ゼネラルマネ
ジャーを務めました。 

地域社会では、ラッツェブルク市市民財団の創設メンバーで
Gut Grambekゴルフクラブの会長を務めた経験もあります。

さらに、カール・アダム財団の会長で創設者です。 

スザンヌ夫人とともに、ロータリー財団のメジャードナーで、
遺贈友の会のメンバーです。 

 

本 日 の 卓 話

演題　『ガバナーエレクト卓話』

　　
 

■2020-21年度 国際ロータリー
　会長にホルガー・クナーク氏が選ばれる

　　
 

国際ロータリー第2590地区
ガバナーエレクト

轟　　淳次 様

　　
 

クラブ会報担当：増田敏雄委員長

本日のニコニコ　　    27,000円

　　　累計金額 　    802,500円

　　


