
 

 

第 1123回例会 １０月１６日（金）クラブ研修リーダー会議報告         百合丘カントリー倶楽部 

第 1124回例会 １０月２３日（金）移動例会・職業奉仕委員会(職場訪問)     横田基地 

第 1125回例会 １１月 ６日（金）理事役員会⑤・クラブ雑誌委員長会議報告   ホテルモリノ 

 

 

 

【点 鐘】              鈴木 豊成 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】              森 啓伊 ＳＡＡ委員長 

ロータリーソング『それでこそロータリー』 

【ゲスト・ビジター紹介】           鈴木 豊成 会長 

◆箕田敏彦様（横浜ＲＣ・第 2590地区ガバナー） 

  ◆鈴木克明様（川崎西ＲＣ・第３Ｇガバナー補佐） 

  ◆齋田順一様（横浜ＲＣ・地区副幹事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長報告】             鈴木 豊成 会長 

１．ガバナー事務所より  

  ①Ｒ青少年交換応募者のお知らせが届く。 

   10月 13日までに推薦者人数を知らせる。 

  ②クラブ雑誌委員長会議のお知らせ 

   11月 5日(木) 15：00～17：00  

   メモワールプラザソシア 

２．新百合芸術祭実行委員会より  

  会長に実行委員の委嘱状が届く。 

３．柿生中央商店会より 禅寺丸柿祭りの案内  

  10月 17日(土) 9：00～15：00 柿生駅前広場 

 

 

 

 

 

 

４．グリーンハート吹奏楽団より  

  演奏会お祝い金のお礼状が届く。 

５．横田基地 広報室より  

  10月 23日基地見学のタイムスケジュールが届く。 

６．公益財団法人 神奈川芸術文化財団より  

  当クラブ例会での賛助会制度の案内や、資料配布のお願 

いが届く。 

７．第３グループ 第３回 会長幹事会のお知らせ 

  （川崎百合丘ＲＣより） 

  11月 11日(木) 18：30～ ホテルモリノ８階 

【幹事報告】             鈴木 昭弘 幹事 

◆例会変更 

◎川崎マリーンＲＣ  

 ■11月 12日(木) ⇒ 14日(土) 地区大会へ参加 

 ■11月 26日(木) ⇒ 30日(月) 移動例会 

         （３クラブ親睦合同例会）18：30～  

◎川崎とどろきＲＣ  

 ■10月19日(月) 夜間移動例会 点鐘 18：00 日本料理「まつお」 

◆その他 

◎志村幸男会員 油彩画展 

10月 22日（木）～28日（水）※最終日は 17：00まで  

 東急百貨店 たまプラーザ店４F アートサロン 

◎米山奨学生 孫君 グループコンサート「Beat N Party」 

 10月 31日（土）16：00開演 昭和音楽大学スタジオ・ブリオ 
 

【出席委員会】         親松 明 出席委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1122回 25 23 2  92％ 

1121回 25 22 3 2 96％ 

1120回 26 23 3 2 96.2％ 

 

 

 

 

 

 

第 1122回 例会記録 平成 27 年 10月 9日（金） S.A.A 委員長 森 啓伊 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

［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］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 5・ 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 0R 移動例会 

 

 

齊田順一 

地区副幹事 

箕田敏彦ガバナー（左）と鈴木克明ガバナー補佐（右） 

 



【ニコニコ委員会】     青戸 慶太 社会奉仕委員長 

 第 1122回(件数) 合 計 

ニコニコ    26件 ￥36,000 

●お客様 

◇箕田敏彦様（横浜ＲＣ） 【本日は公式訪問で参上致しまし             

た。よろしくお願い申し上げます】 

◇鈴木克明様（川崎西ＲＣ）【本日はガバナー公式訪問です。           

よろしくおねがい致します】 

◇齋田順一様（横浜ＲＣ） 【本日はお世話になります】                 

●当クラブ 

◇鈴木豊成会長【箕田ガバナーようこそいらっしゃい                    

ました。本日宜しくお願いします】 

◇鈴木昭弘幹事【同上】  ◇大野 勉会員【同上】 

◇梶 俊夫会員【同上】 

◇佐藤忠博会員【箕田ガバナー、鈴木ガバナー補佐、                     

本日のご来訪お待ちしておりました】 

◇志村幸男会員【同上】  ◇鈴木憲治会員【同上】 

◇鈴木眞一会員【同上】  ◇長瀬敏行会員【同上】 

◇山下俊也会員【同上】  ◇蓬田 忠会員【同上】 

◇青戸慶太会員   ◇臼井 勉会員  ◇碓井美枝子会員  

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤 馨会員  ◇老沼 純会員 

◇親松 明会員   ◇川崎 航会員  ◇君塚 毅会員  

◇佐々木範行会員 ◇森 啓伊会員  ◇雪井洋子会員 

 以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団】        碓井 美枝子 委員長 

 第 1122回（件数） 合  計 

Ｒ.財団 ３件 ¥ 36,000 

◇鈴木憲治会員【ガバナー公式訪問を祝って】 

◇鈴木豊成会員 

【箕田ガバナー、本日は宜しくお願いします】 

◇鈴木昭弘会員 

【箕田ガバナー、本日は宜しくお願い致します】 

         ☆ご協力ありがとうございました。 

【米山記念奨学】          雪井 洋子 委員長 

 第 1122回（件数） 合 計 

米山記念奨学 ４件 ¥ 40,000 

◇鈴木憲治会員【ガバナー公式訪問を祝って】 

◇鈴木豊成会員【箕田ガバナーの訪問を祝して】 

◇鈴木眞一会員【箕田ガバナーの公式訪問を祝して】 

◇雪井洋子会員【箕田ガバナー公式訪問を祝して！】 

         ☆ご協力ありがとうございました。 

 

【親睦家族委員会】         鈴木 眞一 委員長 

今年のクリスマス家族会は 12月 21日（月）に決定しまし

た。内容は昨年と同じ心魂（こころだま）の演奏とあと一

つ何かを考えています。 

2015ガバナー公式訪問 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ガバナー卓話         箕田敏彦ガバナー 

 「世界へのプレゼントになろう」 

    とラビンドランＲＩ会長は呼びかけました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １月 18日(日)、サンディエゴで開幕した国際協議会で、

Ｋ.Ｒ.ラビンドラン国際ロータリー会長（スリランカ、コ

ロンボ・ロータリークラブ会員）が、2015－16 年度のテ

ーマ「世界へのプレゼントになろう」を発表しました。 

 この日を「人生で最も大切なとき」と呼んだ会長エレク

トは、次の様に述べました。 

「ここにおられる皆さんは、多くを与えられた方々です。

そして今、皆さんに最高のプレゼントが与えられようとし

ています。それは、授けられた才能と持ちうる力の限りを

尽くして、“世界へのプレゼント”となることのできる１

 

箕田敏彦 第 2590地区ガバナー 

 
箕田ガバナー（左）をご紹介する鈴木ガバナー補佐 

 
拍手でお出迎え 



年です。このために皆さんに与えられた時間は１年です。

この時間はあまりに短く、成すべきことはあまりに多くあ

ります。次年度、信念、情熱、才能を捧げるだけでなく、

皆さん自身を世界へのプレゼントとして捧げて下さい」 

 会長はさらに、「私たちは、ポリオのない未来をプレゼ

ントすると、世界の子供達に約束しました。私たちは闘い

を続け、必ずや勝利します」と続け、ロータリーが世界に

もたらすことの出来る影響の良い例が、ポリオ撲滅である

と述べました。25 年前にロータリーがポリオ撲滅の目標

を掲げたとき、125カ国にポリオウィルスが常在し、毎日

1,000人以上の子供がポリオによる麻痺障害の犠牲となっ

ていましたが、現在残るポリオ常在国は、アフガニスタン、

ナイジェリア、パキスタン、の３カ国のみ。2014 年に報

告されたポリオの症例数は僅か 333件だけでした。 

 続けて、ロータリーのもう一つの課題である、会員増強

についても触れました。「私たちの組織を形づくった基本

に立ち返る方法を模索しなければ成りません。それは、人

生のあらゆる場面における高い倫理基準と、各クラブの人

材の多様性を奨励する職業分類システムです」と述べ「こ

れらはロータリーの成功に欠かすことができず、なおざり

にすれば、自らを危険に陥れることになるでしょう」と訴

えました。 

 ブランディングの取り組みも、ロータリーの発展にとっ

て極めて重要であり、「世界の多くの地域で薄れつつある

ロータリーのイメージを変える必要がある」と主張されま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さらに、ロータリー財団への寄付を推進し、新会員を迎

え入れ、現会員の積極的な参加を奨励することの重要性も

強調する会長でした。「各課題に対する簡単な答えはあり

ません。しかし、何とかして答えを見つけなければなりま

せん。それを見つけるのは、ほかでもない私たちです」と

訴えました。 

 最後に会長は「今こそ真の変化を成し遂げるとき」と述

べ、次のように締めくくりました。 

「これからの１年は、永遠に持続する“記念碑”を築くた

めに与えられた時間です。この記念碑は、御影石や大理石

に彫られるものではなく、今後何世代にもわたって人びと

の人生と心に刻まれるものです。この機会は二度と訪れる

ものではありません。今、このひとときを逃がさずに生か

そうではありませんか」 

 

 
 

 

 

 

10月 23日（金）横田基地見学 タイムスケジュール 

10：00       第５ゲート        入門手続き 

10：15～10：30 横田基地概要説明  基地会議室Ａ 

10：30～10：40 展示機見学       総隊司令部庁舎前（建物751） 

10：40～11：40 車窓ツアー       基地内一周（時間によりＹＣＣ） 

11：40～12：40 昼食（シーフード）   Ｅクラブ（TOP ラウンジ） 

12：40～12：55 休憩（売店、談話室） 厚生棟（建物 630） 

13：00       第５ゲート        出門 

【四つのテスト】      志村 幸男 会員 

【点  鐘】        鈴木 豊成 会長 

【会報委員会】          文責：蓬田 忠 

 

 
地元柿生の名産 柿最中をご賞味ください 

 

 


