
★司会　齋藤保則 副SAA
点鐘　三野公一 会長★
ロータリーソング★

「君が代」「奉仕の理想」
 ソングリーダー　 瀧口幹子会員

●川崎高津南ＲＣ
 4/ 8 （月）→6（土）移動例会　献血活動
 4/15（月）例会なし
 4/22（月）→19（金）移動例会「4クラブ合同研修会」
 5/6  （月）休会
 5/20（月）例会なし
 5/27（月）→26(日)～27(月)移動　認証状伝達式広島
●川崎ＲＣ
 5/ 2 （木）祝日休会
 5/30（木）休会（定款８条第１節により）

1. 4月のロータリーレート　　1＄=110円
2. 3/31(日)地区研修協議会が開催され川崎大師 ＲＣ
　 様にはホストとして準備段階からご尽力いただきまし
 た。当日は、対象者の皆様、お手伝いの皆様、地区
 関係の皆様、ご協力いただき有難うございました。
3. 4/6(土)、4/7(日)韓国大邸市にて「第20回ＲＩ囲碁大
 会」が開催します。 安本会員が国際大会に参加い
 たします。応援宜しくお願い致します。
4. その他
①ファイヤーサイドミーティングが4/1、4/3に開催され
 ました。ご出席いただいた皆様、有難うございました。
②4/10（水）マリーンＲＣゴルフ大会開催しますのでご
 参加お願いします
　 鶴舞カントリークラブ　西コース　スタート9：00
③4/13（土）マリーン杯争奪　春季学童野球大会
　 開会式8：00～
　 4/14（日）　　　　　　〃　　　　　閉会式13：00頃予定
④4/25（木）３年未満会員対象「フレッシュ交流会」を
 開催します。15：00～18：00　ソシア21にて
　 齋藤会員、林会員ご出席宜しくお願い致します。
⑤4/27（土）11：00～15：00盲導犬育成のための募金
 活動を川崎駅前にて開催します。
 ご出席宜しくお願い致します。

■轟　淳次ガバナーエレクト
3/31（日）地区研修協議会
は皆様のご協力により無事
終えることが出来ました。
有難うございました。  
昨日は大師ＲＣへ御礼のご
挨拶に行ってきました。
記念写真をポスターにして
いただきました。掲示しておきますのでご覧ください。
■小山宏明 地区大会実行委員長
　 増田敏雄 地区大会幹事
10/25.26に実施予定の地区大会について、ファ
イヤーサイドミーティングにて、皆様から沢山のご
意見と応援の声をいただき有難うございました。
地区大会に向けて、4月25日キックオフ第１回実行
委員会をスタートします。皆様のご協力を重ねて
お願い申し上げます。
■小枝義夫次年度奉仕プロジェクト
次年度奉仕活動についてのアンケートにご協力を
お願い致します。

1.例会変更のお知らせ
2.本日例会後に理事会を開催いたします。

◎4月11日（木）「クラブフォーラム（全体会議）」

◎4月18日（木）「ロータリー平和フェロー卓話」
　　　　　　　　　　　ピエール・ベアイ様
◎4月25日（木）「外部卓話」
　　　　　　　　　　  鎌倉歴史研究家　内海恒雄様

〇ありません
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TO BE INSPIRATION

＊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
親睦活動担当委員
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　出　席　報　告 小峰則明
出席担当委員
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会　長　報　告 三野公一 会長

島田 精二

　　　　

　　　　

ゲ  ス  ト  紹  介

スピーカー紹  介

三野公一 会長 

三野公一 会長 

〇高田　修 様（東京世田谷ＲＣ）

　　　　

　　　　
〇鎌倉市議会議員　松中　健治 様

　 

林　伸彦　幹事幹　事　報　告

〇ありません

　　

■松中秀司 雑誌担当員
雑誌「ロータリーの友」vol.67 No.４ 掲載記事紹介
【横ページ】　
　p.3   RI会長メッセージ
　p.19 会 話を始めよう　
　 ﾊﾞﾘｰﾗｼﾝ ＲＩ会長、環境への取り組みを語る
【縦ページ】
　ｐ.4 アジアの中に折りたたまれた日本のこころ
　p.9 クラブを訪ねて　船橋西ＲＣ  



ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 内田秀彰　副会長

　　

◆野口会員
　 松中健治先生、日頃より大変お世話になっております。
◆増田(敏)会員
①昨夜のファイヤーサイドご参加の皆様お疲れ様でした。
 皆様のヤル気を大いに感じ、感謝・感激です。
②松中健治様、いつもお世話になり有難うございます。
 本日の卓話楽しみにしています。
③RID2750高田修様次年度ガバナー補佐ようこそいらっ しゃ い
  ました。
◆島田会員
 松中健治様いらっしゃいませ。毎回お世話になっております。
◆山本会員
 松中健治様、本日のお話楽しみにしております。
 宜しくお願い致します。
◆鈴木会員
 松中健治様、いつもお世話になります。 本日のお話よろしく
  お願い致します。
 過日の地区研修協議会ご協力いただきました皆様、有難うご
  ざいました。
◆福嶋会員
　 松中先生、本日の卓話楽しみにしております。  いつも のことな
  が らマリーンＲＣへのご協力に感謝しております 。
◆秦会員
 地区研修協議会出席の皆様、ご苦労様でした。
 松中健治様、今日の卓話宜しくお願いします。
◆河口会員
　 松中健治様、ようこそいらっしゃいました。
 本日は宜しくお願い致します。
◆山﨑会員
 先日のファイヤーサイドミーティング参加の皆様、ご苦 労様 で
  し た。和富の店主に代わり御礼申し上げます。
 松中先生、卓話楽しみにしています。
◆小山会員
①ファイヤーサイドミーティングに御参加の皆様、貴重な御 意見
 賜 り有難うございます。
 ４月２５日(木)の次年度地区大会第１回 実 行委員会に御出席
 頂きますように宜しくお願い申し上げます。
②松中様、本日卓話宜しくお願い致します。
◆小枝会員
   ファイヤーサイドミーティングに参加下さいました皆様、あり が
 と う ございました。地区大会を成功させるため頑張りましょう。
◆轟会員
 Ａ・Ｂファイヤーサイドミーティングご参加の皆様、ご意見を 有
 難う ございました。
◆増田(洋)会員
 4月１日に17人の新人が入社しました。マナー教育中です。

◆本日で2回目のメークアップでお伺い致しました。
 皆様宜しくお願い致します。
　（東京世田谷ＲＣ　高田　修様）

本 日 の 卓 話

　　　演題　『 鎌倉と川崎
　　　　　　　　 鎌倉市議会議員の感想と感謝 』 

担当：松中秀司会員

本日のニコニコ　　    17,000円

　　　累計金額 　    686,500円

■財団室ＮＥＷＳ ４月号

鎌倉市議会議員
松 中　健 治 様

●プロフィール
　松 中 健 治（無所属・一人会派）　鎌倉ひとすじ
　昭和５２年　鎌倉市議会議員初当選　以来、11期４1年
　座右の銘または好きな言葉
　「生まれて　生きて　生かされて」
　鎌倉市立御成小・中学校、県立湘南高校（３６回生）卒業
　鎌倉市議会議長４年
　神奈川県市議長会会長歴任
　鎌倉女学院評議員会議長
　鎌倉少年野球連盟会長
　鎌倉市腎友会顧問
　鎌倉市議会日台友好親善連盟会長

2019-20年度 ロータリーの年次目標 

RRFCからのお知らせ

優先事項 1 の目標： 人びとが手を取り合うのを促す
1.クラブや地区内のリーダーの積極的参加を促すプロセス
　 を強化する。
2.既存会員を維持しつつ、さらに入会を促進することで、ク
　 ラブ会員の増加を図る。
3.新しいクラブを結成する。
4.女性会員や 40 歳未満の会員の入会、またローターアク
　 ターのロータリークラブへの入会を促し、会員増加を図る。
5.インターアクト、ローターアクト、ロータリークラブ会員間お
　 よびほかのロータリー活動の参加者間の積極的参加・協
　 力を強化する。 
優先事項 2 の目標： 行動する
6.ポリオ撲滅活動においてロータリーとロータリアンが果たし
　 ている役割を広く伝える。
7.地区財団活動資金（DDF）を十分に活用することで、地区
 　補助金、グローバル補助金、 ポリオプラス、 ロータリー平
　 和センターの資金とし、地域社会および海外でのプロジェ
　 クトを増やす。
8.年次基金とポリオプラスへの寄付を増やしつつ、2025 年
　 までに恒久基金を 20 億 2500 万ドルまで成長させる。
9.ロータリーへの認識を高め、「世界を変える行動人」キャン
　 ペーンを促進する。

【日本の2019-20年度の財団目標について】
 ロータリー財団の新しい補助金制度がスタートしてから6年
が経過し補助金を活用したプロジェクトも次第に活発になっ
てきています。一方DDFの繰越額に注目して、ロータリー財
団の資金の流れを活性化することで、財団の存在価値が一
層高く認識されるようになることと思われます。このような一
連の流れによって、財団寄付の重要性の理解が進むことが
期待されます。「ギミーファイブ Gimme Five＝give me five」
とはハイタッチをする時に使うフレーズです。ゲイリー C.K. 
ホァン次期財団管理委員長は「ギミーファイブ」のコンセプト
から、昨年より5％多くの寄付をしようと呼びかけました。
さらに、ファンドレイジングだけではなく、資金の活用にも
「ギミーファイブ」を奨励し、手始めに前より5%多くのDDFを
使用することも呼びかけました。 ゲイリー C.K. ホァン次期財
団管理委員長の国際協議会でのスピーチはこちらそして日
本のロータリアンの結束で年次基金寄付ゼロクラブ0を目指
しましょう。昨年度の実績を踏まえて話し合った結果、次年
度の日本の目標を次の通りといたします。
■年次基金 ・1人当たり150ドル（日本全体約1,350万ドル）
：年次基金寄付ゼロクラブ0達成を継続する
■ ポリオプラス基金
：1人当たり30ドル（日本全体約270万ドル）
■ 恒久基金
：冠名基金を各地区1件以上設立
■ 大口寄付
：寄付の種類にかかわらず、1万ドル以上のご寄付を日本
　全体で100件
：AKSを日本全体で10名増やす
 中期目標として、2～3年で「AKS 0名地区」ゼロを目指す
■ DDFの活用
：DDFの20％をポリオプラスへ寄贈
　DDFの20％をポリオプラス基金へ寄贈した地区と、1,500
　ドル以上の寄付をしたクラブには、ロータリー財団から感
　謝状が贈られます。
：ロータリー平和センター、重点分野への寄贈
　「日本ロータリー平和センター基金 （E11659）」の累計が、
　150万ドルに達すると、毎年この基金からロータリー平和
　フェロー１名を支援できます。
：各地区がDDFを使い切る
■補助金活動 
：グローバル補助金・地区補助金の活用の促進
：ロータリー平和フェローシップの推進

クラブ会報担当：増田敏雄委員長


