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★司会　宮本欣淳 副SAA
点鐘　林  伸彦 会長★
ロータリーソング★

「笑顔の集い」
　ソングリーダー　中條 藝立 会員　

委 員 会 報 告 

　出　席　報　告 内田秀彰 会員

ビ ジ タ ー 紹  介
〇ありません

〇ありません

〇ありません

1.2月7日(月)ＩＭ（インターシティミーティング）は中止

 となりました。

2.本日理事会を開催いたします。

◎1月27日（木）　夜間例会⇒昼例会オンライン　

◎2月 3日 （木）　オンライン例会

◎2月10日（木） 休会（定款細則による）
　　　　　　

＊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

松下和喜 幹事幹　事　報　告

ゲ  ス  ト  紹  介

　 

　林  伸彦 会長 

会員数

(備考)

出席率
該当者

出席者 欠席者 出席率
メーク
アップ

ホームクラブ
出席率
修   正

36 33 25 8 75.75

1.石田 勝一会員入会式

2.米山功労者表彰

・第10回（増田敏雄会員）

・第 8回（島田会員、宮本会員）

・第 7回（望月会員）

・第 4回（三野会員、安本会員）

・第 3回（内田会員）

・第 2回（中條会員）

3.1/23(日)オンラインＲＬＩﾊﾟｰﾄⅡ開催

会　長　報　告

〇川崎百合丘ＲＣ

　 1/18(火) 例会中止（定款第8条1節(C)に基づく）

〇川崎ＲＣ

　 1/27(木) 通常例会

 2/3 （木）　通常例会

   2/10(木)　 通常例会

　 2/17(木)　 通常例会

　 2/24(木)　 休会（祝日扱い）

〇新川崎ＲＣ

　 1/19(水)   例会中止

　 1/26(水)　 休会（理事会裁量による）

 2 /2 (水)　 例会中止

　 2 /9 (水)  →2/7(月)

〇ありません

川 崎 マリ ーン  ロ ータ リ  ーク ラ  ブ
例　会 毎週木曜日12:30

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)

　　　 TEL.044-222-4416

事務局 〒210-0834 川崎市川崎区大島1-26-13-1F

　　　 TEL.044-200-9249 FAX.044-200-9252

E-mail :marin-rc@eagle.ocn.ne.jp

202１～２２年度 ＲＩテーマ

副会長

西尾  猛

幹事

松下 和喜

会長 

林  伸彦

2021-2022年度 RI会長
シェカール・メータ

　林  伸彦 会長 

ハイブリット例会



本 日 卓 話ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 西尾　猛 副会長 ジョーンズRI会長エレクトが

　　　　　2022-23年度会長テーマを発表 

◆増田(敏)会員

  小倉ガバナーより、2/28まで地区委員会リアル開催

 停止指令が出ています。2/7予定のＩＭも残念ながら

 中止となりました。

◆小枝会員

 久しぶりに例会に参加させていただきました。

 大変遅くなりましたが、今年もよろしくお願いいたします。

◆轟会員

  昨日は増田AGお世話になりました。ハプニング続きで

 楽しい一時でした。

 オミクロンに負けない体力をつけましょう。

◆山本会員

 皆様今年もよろしくお願い致します。

◆小山会員

 河口武生会員、本日の卓話よろしくお願い申し上げます。

◆河口会員

 本日、急に卓話することになりました。

 よろしくお願い致します。

◆増田(洋)会員

　 去年12月21日に初孫が生まれました。

 娘です。ミルクを飲ませたり、お風呂にいれています。

◆島田会員

 皆様、今年もよろしくお願いいたします。

◆山﨑会員

 皆様、お久しぶりです。本年もよろしくお願いします。

 河口さん、Ｒ４年初卓話よろしくお願いします。

◆松下会員

 みなさん、今年もよろしくお願いします。

◆林会員

 みなさま、今年もよろしくお願いいたします。

 河口さん、本日はよろしくお願いいたします。

     ウィンザー・ローズランド・ロータリークラブ（カ
     ナダ・オンタリオ州）会員であるジェニファー・
     ジョーンズ国際ロータリー会長エレクトは、1月
     20日、次年度の地区ガバナーに向けた講演
     をオンラインでライブ配信し、2022-23年度の
     会長テーマ「イマジン  ロータリー」を発表しま
     した。ジョーンズ氏は講演の中で、世界にもた
     らせる変化を想像して大きな夢を描き、その実
     現のためにロータリーの力とつながりを生かす
     よう呼びかけました。 

「想像してください、私たちがベストを尽くせる世界を。私たちは毎
朝目覚めるとき、その世界に変化をもたらせると知っています」 
7月1日に国際ロータリー初の女性会長に就任するジョーンズ氏
は、世界中のガバナーエレクトを対象とする年次研修行事である
国際協議会に先立って今回の講演を行いました。新型コロナウイ
ルス流行のため、国際協議会は当初の日程から延期され、2月
7日～14日にバーチャル形式で行われます。 
ジョーンズ氏は、ロータリーの力とつながりを生かした自身の体験
を紹介しました。昨年、アフガニスタンからの米軍撤退が進む中、
一人の会員から、ある若いアフガニスタン人の平和活動家を国外
退避させるために力を貸してほしいと頼まれました。最初はどうし
てよいかわからなかったものの、「ロータリーの不思議な力（magic 
of Rotary）」を頼りに、数年前に出会った元ロータリー平和フェ
ローに連絡。1日も経たないうちに、その活動家は退避者リストに
加えられ、間もなくヨーロッパ行きの飛行機に乗ることができました。 
果たしがいのある責任を会員が担えるように 
会員の積極的な参加を促すために、ロータリーには「適応と改革」
が必要だとジョーンズ氏は述べ、例として自身が住む町について
語りました。ウィンザー市はかつて、カナダの自動車産業の中心
地でしたが、工場の閉鎖により数千人が職を失い、市は改革を迫
られました。自動車工場が新しい部品やモデルを開発するのと同
じように、同市は改革を実施。その結果、現在は農業関連産業と、
医療や宇宙航空の技術をリードする都市となりました。
「ロータリーでの私たちの中心的な役割は、各会員の参加を促す
ための適切な”部品”を見つけること」とジョーンズ氏。「詰まるとこ
ろ、大切なのは会員にとっての心地よさと配慮です」 
積極的な参加こそが会員の維持にとって重要であり、会員がロー
タリーに何を期待するかを尋ねた上で、果たしがいのある責任を
会員に与えることが必要だとジョーンズ氏は述べます。「ロータ
リーでの参加型の奉仕、人間的成長、リーダーシップ開発、生涯
にわたる友情こそが、目的意識と熱意を生み出します」
 変化を受け入れることは、新しいクラブのモデルを受け入れること、
と語るジョーンズ氏は、次年度に革新的なクラブまたは活動分野
に基づくクラブを少なくとも二つ設立することを次期ガバナーに求
めました。「クラブとロータリーでの体験に満足してもらえるように、
会員が積極的に参加できるようにしましょう」 
さらに、ローターアクト会員1名をロータリー公共イメージコーディ
ネーターとして任命したこと、また、複数のローターアクターを委員
会委員と会長代理として起用したことを発表しました。 
「私たちは、この素晴らしい組織のリーダーとしての役割を委ねら
れました」とジョーンズ氏。「私たちは今、果敢に、目的意識をもっ
て行動し、リーダーシップを発揮できるかどうかが問われていま
す」2023年までにロータリー会員基盤の30％を女性にするという
RI理事会の目標達成のタイムリミットが迫っていることにも触れ、
110カ国以上で既にこの目標が達成されてはいるものの、まだ先
は長い、とジョーンズ氏は言います。また、ローターアクトでは既に
会員全体の50％以上が女性であることを指摘しました。 
ジョーンズ氏は、ロータリーがインパクトをもたらしている世界各地
の活動を訪問する計画を立てています。この訪問では、世界の切
迫した課題への取り組みで協力する方法について、各地のリー
ダーと協議することも予定されています。「ロータリーは、つながり
を生かして協力関係を深め、新たなパートナーシップを構築して
いく必要がある」とジョーンズ氏。「ロータリーでは、それをあらゆる
レベルで行うことができます」
「私たちには皆、夢があります。しかし、そのために行動するかどう
かを決めるのは私たちです」。こう述べたジョーンズ氏は、ロータ
リーのような団体がポリオの根絶や平和の実現といった大きな夢
を抱くなら、「それを実現させる責任は自分たちにある」と語り、次
のように締めくくりました。「昨日のことをイマジン（想像）する人は
いません。それは未来を描くことです」

　本日のニコニコ  12,000円

　ｵﾝﾗｲﾝ累計     50,000円

　　    　　 　通常累計    215,000円

本 日 の 卓 話

河口武生 会員

『川崎沿岸域 近代産業の発展歴』 

クラブ会報担当：小山宏明委員長


