
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

［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 TEL：044-966-1300 
     ［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

 

 
 

【点 鐘】                 山下会長 

【例会場】              ホテルモリノ 

【ソング】              河島 SAA 委員 

  国家君が代・奉仕の理想 

【ゲスト・ビジター】            山下会長 

○ 野島 敏昭様（川崎百合丘 RC） 

○ パニアーズ・トリスタン・ルイス君 

○ ホ・ダン・ミアンさん 

【米山奨学生】              山下会長 

 トリスタン君とミアンさんに奨学金を支給する 

 「ミアンさんが拓殖大学大学院 言語教育科に合格 

  しました。おめでとうございます。」 

【会員誕生日】           志村親睦委員長 

山崎会員・梅澤会員・佐藤会員 

【奥様誕生日】           志村親睦委員長 

 尾作芳子様（尾作弘夫人） 

【理事・役員会報告】             山下会長 

1.会計の選出について 

 ●平澤会員を推薦 

2.職場訪問の開催時期について 

 ●平成 23年 2月か 5月に延期承認 

3.社会奉仕の件について 

 ●ソレイユ川崎訪問は 11/19 PM14～承認  

4.クリスマス家族会について 

 ●11月中に親睦家族委員会で内容決定する。 

5.指名委員会組成の件 

 ●今月中に指名委員会を実施し、理事役員会にかける。 

【会長報告】               山下会長 

1.第 27回 RYLA開催のご案内が届いています。 

 2011年2月11日～12日 横浜市野鳥青少年研修センター 

2.2010-11年度「D2590ニュースレター(第 1号)」が届い 

 います。ロータリアン親睦テニス会のご案内です。 

3.「赤い羽根共同募金」協力のお願いが届いています。 

 

第 889回例会  10 月 8日(金) クラブ国際奉仕委員長会議報告 

第 890回例会  10 月 15 日(金) 移動例会 場所：麻生ガーデン 点鐘：18時 

 

4.あさお区民まつり実行委員会より協賛金のお礼状が届

いています。 

【幹事報告】                 梅澤幹事 

◆川崎幸R.C 

  平成22年10月29日（金） ➔30日（土）移動例会 

     点鐘：11時30分 

     場所：神奈川県民ホール 6階 

終了後、地区大会に参加 

◆川崎大師R.C 

  平成22年10月27日（水） ➔30日（土）移動例会 

        地区大会に参加 

◆川崎中央R.C 

   平成22年10月 4日（月）職場訪問 通常例会終了後 

          日本冶金工業㈱ 川崎製造所 

   平成22年10月11日（月）休会 

  平成22年11月 1日（月）➔10月30日（土） 

地区大会に参加 

    平成22年11月 8日（月） ➔10日（水）に変更 

     3クラブ合同例会  場所：川崎日航ホテル 

◎10月15日（金）の例会は移動例会となります 

例会場：麻生ガーデン 点鐘：18時 

会 費：4,000円です 事務局へお支払い下さい 

     
トリスタン君とミアンさんへ米山奨学金を支給する 

 

 

第 888回 例会記録 平成 22年 10 月 1日（金） S.A.A 安藤 則雄 

      



【出席委員会】               長瀬委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 888回 22 16 6 - 73.91％ 

第 887回 22 17 5 2 86.26％ 

第 886回 22 20 2 1 95.45％ 

 

【ニコニコ委員会】             平澤委員長 

  第 888回（件数）   合 計 

ニコニコ     14件       ￥15,400 

● お客様 ◇野島 敏昭様（川崎百合丘 RC） 

「お世話になります」 

●当クラブ 

◇山下会長「ミアンさん拓殖大学、合格おめでとう」 

◇梅澤幹事「秋の味覚・季節になりました」 

◇安藤優会員「一昨日は、河島さんおめでとう」 

◇大野会員「10/3結婚 35周年です。よくもった」 

◇河島会員「麻生自動車ゴルフコンペで優勝しました」 

◇志村会員「今日衣替え、季節の変わりめは気を付けて」 

◇鈴木憲治会員「ミアンさんが志望校に合格しました」 

◇長瀬会員「国勢調査今日から調査票郵送して下さい」 

◇平澤会員「高津南ＲＣお月見会に行ってきました」 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【ロータリー財団】             佐藤委員長 

  第 888回（件数）   合 計 

R ・ 財 団     2件       ￥17,200 

◇森会員「15日から例会に出席できません」 

◇梅澤幹事 

【米山記念奨学】            鈴木憲治委員長 

  第 888回（件数）   合 計 

米山奨学     6件       ￥70,000 

◇ 山下会長「ミアンさん大学院合格おめでとう」 

◇ 梅澤幹事・鈴木憲治会員「今月は米山月間です。 

           ご支援ご協力お願いします」 

◇ 森会員「河島さん優勝おめでとうございます」 

◇ 安藤優会員・河島会員 

 

【職業奉仕委員長会議報告】       森茂則委員長 

 ロータリーの綱領に書かれている真の目的は「有益な事 

 業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し」と 

 あります。「自分の職業を論理的、道徳的に高いものに 

 していくために奉仕の為の理念（理想）を学習実践し、 

 自分の職業のみならず、それを世の中に広めて行く事」 

 ロータリーが職業奉仕団体でなく、一般的な社会奉仕 

 団体、ボランティア団体であったとしたら、その綱領 

 は「有益な事業を基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これ 

 を育成することにある」となります。ここで注目したい 

 のは、「有益な事業の基礎として」という「の」と 

 

 

「有益な事業を基礎として」の「を」の違いであります。 

即ち、ロータリーが社会奉仕団体、ボランティア団体だっ

たら、「自分の立派な事業がすでに存在する。その基礎の

上にたって、そこから得た財政的な余裕、時間的な余裕、 

社会的な地位などを活用して社会に役立つ奉仕を実践し

ていこう」となります。ロータリーでは「有益な事業の 

基礎として」でありますので「自らの事業を有益なものに

していく、即ち、論理的にも道徳的にも立派なものとして 

いくために奉仕活動を実践する中で、奉仕の理念を学ぶ」 

という事になります。 

四つのテストは 1932年ハーバート Jテーラーが創案し 

1954〜55年度ＲＩ会長に就いたとき四つのテストの著作

権をＲＩに移譲しました。ハーバート Jテイラーは破産寸

前状態にあったシカゴのクラブ・アルミニウム社の再建を

依頼されました。倒産の瀬戸際にありましたがハーバート

Jテイラーはこの事業を引き受け、クラブ・アルミニウム

社の社長に就任しました。クラブ・アルミニウム社を建て

直し、大恐慌下の沈滞ムードを払拭し、成功させた時に 

使われた経営の指針であります。  

四つのテストの「みんなに公平か」「みんなのためになる

かどうか」のみんなとは当事者（関係者）の事。 

 

【クラブ奉仕委員長会議報告】       山崎委員長 

 もう一度ロータリーの原点にかえり、ロータリーはクラ

ブ奉仕から始まる事を再認識した上で、より良い例会をし、

例会に出て学ぶ事が出席率の向上と増員につながる。 

入会をすすめるときは熱意をもって何度でも訪問し、断ら

れただけであきらめない。ロータリーは奉仕の団体ではな

く、奉仕の心をもった職業人を育てる団体である。 

 グループ討議 現況報告と問題点について話し合う 

「高齢者が多く自然減少していく」「同業者が入るとやめ

てしまう」「人間関係のつながりで悩みがある」 

結論 あきらめない。卓話等の充実を図り魅力ある例会に

していく。夜会を多くして気楽な仲間づくり、気楽なメー

クアップも会員の退会防止、会員の増強につながる。 

 

●地区大会 10 月 29 日・30 日      鈴木憲治会員 

29 日は中国学友会の講演  神奈川県民ホール 

30 日は小泉純一郎氏の講演です 

29 日でも参加自由ですのでご出席下さい  

 

【雑誌・広報委員会】    大野ロータリー情報委員長 

マンスリーNo.4   

◇米山月間にあたって 鈴木憲治地区米山奨学委員長 

◇鈴木豊成会員宅へホームステイする GSEメンバー 

 サラ・ヘンリー（弁護士）さんの顔写真が載っています 

◇米山奨学生便り パニアーズ・トリスタン君の記事 

 季節ごとの日本の習慣に触れる喜びを感じつつ、安心し 

 て学べることに感謝 

             

【四つのテスト】               大野会員 

【点鐘】                  山下会長 

【会報委員会】             文責 河島 光男 

 

 


