
★司会　増田洋一 副SAA
点鐘　安本好勝 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  中條藝立 会員

伊藤恒満

中條藝立　出席報告

会長報告 安本好勝　会長 

　

ビジター紹介　　　　

                                           　　出席委員長

                                     親睦活動副委員長

小枝義夫　幹事幹事報告

ありません

安本好勝　会長 ゲ ス ト

1.ロータリーレート　10月より　１ドル＝102円
2.9/28（水）3ＲＣ合同夜間例会に参加いただいた皆
 様、有難うございました。来年は担当です。
3.10/1(土)米山学友総会にｸﾗﾌﾞ関係者3名、陳さん
 と参加して参りました。
 （三野ｶｳﾝｾﾗｰ、増田地区学友委員、会長）
4.10/3(月)駐横浜韓国総領事館主催ﾊﾟｰﾃｨｰに招待
 され宮本副会長・安本会長が参加して参りました。
5.10/5（水）地区大会記念ﾁｬﾘﾃｨﾃﾞｨﾅｰへ5名参加し
 て参りました。（轟会員、小山会員、鈴木会員、増
 田会員、安本会長）
6.10/13（木)地区国際奉仕委員長会議があります。
　 野口委員長に参加していただきます。

7.10/20（木）高良ガバナー公式訪問です。
 11：20ご来訪予定ですので、11時まで会場にお越しく
　 ださいますようお願いします。また、記念寄付の贈呈
 式で米山10万・財団10万を寄付いたします。

1.例会変更のお知らせ
2.10/15（土）「干潟館フェスタ」開催にあたり参加ご協力
 のお願い当日は焼きそば作業及びハゼ釣りでの安全
 サポートをお願いします。

今後の予定
◎ 10月13日(木) 「鎌倉散策・夜間移動例会」
　　　　　　　　　　　 例会場　L'EGLISE（レグリース）
　　　　　　  点　 鐘　17：30
◎ 10月20日(木) 「ガバナー公式訪問」
　　　　　　　　　　　 国際ロータリー　第2590地区
　　　　　　　　　　　 ガバナー　高良　明 様
◎ 10月27日(木) 「川崎ＲＣ・川崎マリーンＲＣ合同例会」
　　　　　　　　　　　 受付　12：00　点鐘　12：30
　　　　　　　　　　　 川崎日航ホテル
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富津シティＲＣ

●川崎百合丘ＲＣ
　10/4(火)→5(水)　 ﾁｬﾘﾃｨﾃﾞｨﾅｰﾊﾟｰﾃｨｰへ振替
　10/18(火)　　夜間例会に変更　　　　点鐘18：00
　11/15(火)　　定款細則により休会
　12/20(火)　　年末クリスマス家族会　点鐘18：00
●川崎西北ＲＣ
　10/20(木)→18(火)　地区大会ゴルフ大会の為
　11/10(木)→12(土)　地区大会参加
　11/24(木)　　　　　　 夜間例会（場所　柏屋）
●川崎大師ＲＣ
　10/5（水）　　例会場所変更　金剛閣客殿に変更
　10/19（水）　 職場訪問　羽田空港見学　
　　　　　　　　　 例会　空港ビル内6F
　　　　　　　　　 ｷﾞｬﾗｸｼｰﾎｰﾙ　18：00
●川崎中央ＲＣ
　10/10（月）　休会（体育の日）
　10/24（月）　職場訪問を通常例会に変更
　10/31（月）　職場訪問　横浜刑務所

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

委員会報告　

　　

■松中秀司 親睦活動友好クラブ担当
　鎌倉散策の件
■増田敏雄 地区米山学友委員
　米山奨学生学友総会の報告
■河口武生直前会長
　川崎大師ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ再立上げのご案内

安本好勝　会長 特別ビジター

　　

国際ロータリー 第2590地区
第１グループ　ガバナー補佐
戸村 正房　様（川崎ＲＣ）

卓話　「クラブ協議会に向けて」

ロータリー米山奨学生
陳　成姫さん

増田洋一・森野知良 
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クラブ会報担当：伊藤秀司 委員長

◆伊藤秀司会員
 　 戸村ガバナー補佐様、本日はよろしくご指導のほど お 願
 い致します。
◆河口会員
　  戸村ガバナー補佐、本日はご指導のほど宜しくお願 い致
 します。
◆麦島会員
　  皆様お疲れ様です。
◆中條会員
　  先日の合同例会では風邪をひいて代理で小山様に 大変
 お世話になりました。有難うございました。
◆林会員
　  轟さん、この前はご馳走様でした。美味しかったです。
◆増田洋一会員
 　 不徳の致すところで自転車で転倒し骨折しました。
 きつくきつく妻に叱られました。
◆安本会員
　 第2590地区第１グループガバナー補佐戸村正房様、 本日
 は宜しくお願い致します。
◆小枝会員
  戸村ガバナー補佐ご来訪いただきまして有難うござ いま
 す。今日は宜しくお願い致します。

◆島田会員
    戸村ガバナー補佐いらっしゃいませ。
 ご指導宜しくお願い致します。
◆松中会員
　  戸村ガバナー補佐ようこそ。
 ご指導の程、宜しくお願い致します。
◆福嶋会員
 戸村ガバナー補佐本日は宜しくお願いします。
◆秦会員
 戸村正房ガバナー補佐本日のクラブ協議会ご出 席有
 難うございます。 宜しく御指導の程お願いします。
◆轟会員
　  １.戸村ＡＧ、本日は宜しくご指導の程を
　 2.昨夜のﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄ参加の皆様ご苦労様です。
◆小山会員
    戸村ガバナー補佐本日のクラブ協議会ご指導の 程、
 宜しくお願い致します。
◆鈴木会員
 　 戸村第１グループアシスタントガバナーようこそお いで
 下さいました。
 本日はご指導の程宜しくお願い申し上げます。
　 ディナーパーティ参加の皆様、お疲れ様です。
 会長、川崎マリーンＲＣまでお送りいただきまして 有難
 うございました。

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 宮本欣淳　副会長

★本日はクラブ協議会に伺いました。宜しくお願い致します。
　国際ﾛｰﾀﾘｰ 第2590地区 第1ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 戸村正房様

本日のニコニコ　　　22,000　円

　　　累計金額  　 285,500　円

戸村ガバナー補佐は富士通で定年までお勤めになり平成16年に退社、その後家業である川崎セ
ントラルホテルを継がれました。そして平成18年に川崎ロータリークラブにご入会されました。
ロータリアンになられて10年強、その中でクラブ幹事、地区副幹事、クラブ会長と短期間に駆
け上がるように歴任され、ガバナー補佐になられました。
わずか10年のキャリアですが、本当に知識の宝庫です。その戸村ガバナー補佐が「クラブ協議
会に向けて」という題材でロータリーの真髄をお話ししてくださいました。
また、国際ロータリーが置かれている現状や問題点等を新人のロータリアンでもわかる簡易な
言葉で教えてくださいました。"ロータリーとは何か"といった難しい話題になると私の知識で
は力不足なので、ここでは感想だけに留めさせていただきます。
　シカゴで発足した初期のロータリークラブは、様々な職業の方が集まって情報を交換するだ
けの場でしたが、それだけでは単なる仲良しクラブ的になると唱える会員が出てきたことで、
奉仕の意識が生まれたそうです。そうした歴史に基づいて会員同士の相互扶助、組織の拡大、
さらには奉仕の実践をバランスよく遂行する場であるといったことをさらに深く丁寧にご説明
していただきました。とても分かりやすくロータリーがストンと胸に落ちてきた気がしました。
昨今、特に日本ではロータリアンが激減していること。そうした現況を鑑み、従来では考えら
れないくらい柔軟な考え方が出てきていることについてもお話ししていただきました。

その例として、広告や公共イメージの向上に努めたり、卓話バンクを創設、準会員や家族会員制度の導入の検討、入会
金免除の方針など、今ロータリーは本当に変わろうとしているといった興味深いお話も唱えてくださいました。
また、月2回の例会を容認する中で、例会を少なくする分奉仕活動を増やしていく流れがあることも教えてくださいま
した。どの地区も会員の高齢化が著しく、第一グループも同様の現象だそうです。その中で、川崎マリーンRCは50代の
会員が多く奉仕活動が活発で大変活気のあるクラブであると称讃していただきました。「今後もこのままのマリーンさ
んでいてください」と励ましのお言葉まで頂戴しました。マリーンは個性豊かなメンバーの集まりだと思っていました
が、このように高く評価していただけたことに驚きの念を抱きながらも感謝の気持ちが込み上げてきました。
本日は、大変有意義なお話を伺う事が出来まして誠にありがとうございました。

　　　国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区
　　　第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ
　　　ガバナー補佐
　　 戸村 正房　様

本日の卓話

　

演題『クラブ協議会に向けて』

時 間: 13:40～ 15:15
会 場: 特別会議室 4階   戸村正房ガバナー補佐訪問『クラブ協議会』


