
第１１６３回例会 ９月１６日（金）委員長会議報告         百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１１６４回例会 ９月２３日（金）セミナー報告            百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１１６５回例会１０月 ７日（金）理事役員会④、委員長会議報告  ホテルモリノ 

 

 

 

【点 鐘】              志村 幸男 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】              鈴木 憲治 SAA委員 

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】           志村 幸男 会長 

◆高良 明 様（第 2590 地区ガバナー・川崎西ＲＣ）   

◆鈴木 文夫 様（第３Ｇガバナー補佐・川崎百合丘ＲＣ・）    

◆川邊 裕 様（地区幹事・川崎西ＲＣ） 

◆本日入会者 杉山 遼 様 

【入会式】                     志村 幸男 会長 

本日入会の杉山遼様。梶俊夫会員より紹介があり、高良明

ガバナーよりピンバッチの装着と用品一式の贈呈が行わ

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

[自己紹介] 

生まれ育ち共にこの麻生区で、百合丘小学校に通い、ずっ

と麻生区で過ごしてきました。そのあと働いた場所は違っ

ていたのですが、４年前に地域密着・地元密着の思いもあ

り、子供のころ遊んでいた百合丘小学校の近くで事業をし

ていくこととなりました。地元を中心に社会奉仕をしてい

きたいと思います。宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【会長報告】             志村 幸男 会長 

１．ガバナー事務所より  

①地区大会登録の各種案内が届いています。 

②ポールハリスソサエティへの入会のお願いが届く。 

③次回９月１６日の例会に、川崎西ＲＣの地区大会キャラバ

ン隊（渡部一博様、田畑淳様）が、リーフレットを持って来

訪されます。 

④ロータリー囲碁大会の案内 10 月 15 日（土）9：30 受付 

日本棋院(きいん)会館本館（市ヶ谷） 

⑤2017-18年度 Ｒ青少年交換学生募集の案内が届く。 

２．米山学友総会の案内 

  10 月 1 日（土）18：15～登録受付 ウイリング横浜（京急上

大岡）にて 参加費￥6500 

３．米山梅吉記念館より 100円募金のお礼状が届きました。 

４．ロータリーの友 英語版が１１月に発行されます。（年一発

行￥500） 申込 10/13まで。 

５．９月７日に、地区大会チャリティーゴルフ委員会の打ち合わ

せ会を行いました。当クラブからは森茂則会員、大野会員、

鈴木憲治会員が出席しました。 

 

 

 

 

  

 

第 1162回 例会記録 平成 28 年 9月 9日（金） S.A.A 委員長 鈴木 眞一 

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：044-951-1322 

［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：044-951-1322 

［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：044-951-1322 0R 移動例会 

 

  
本日入会の杉山様（左）、高良明ガバナー（右） 

  
紹介者・梶俊夫会員の挨拶 志村会長と各テーブルを回って挨拶 



【幹事報告】              臼井 勉 幹事 

◆例会変更 

○川崎高津南RC  

・9/26（月）親睦移動例会 横浜ディナークルーズ 

・9/19（月）、10/10（月）休会 

○川崎中央RC  

・9/26（月）⇒9/28（水） 

合同親睦夜間例会 18：30～ 川崎日航ホテル 

○川崎とどろきRC  

・9/26（月）⇒9/27（火）２クラブ合同例会  

点鐘12：30 ホテル精養軒 ・10/31（月）休会 

○川崎北RC  

・9/14（水）親睦移動例会 エクシブ箱根離宮  

点鐘18：00 ・9/21（水）休会 

○川崎マリーンRC  

・10/13（木）鎌倉散策、夜間移動例会  

点鐘17：30 L’EGLISE  

・10/27（木）２クラブ合同例会 点鐘12：30 川崎日航ホテル 

◆会報着 

○川崎中原RC 第1363回（7/7）～第1369回（8/25） 

○川崎北RC 第2720回（6/22）～第2727回（8/17） 

【出席委員会】             雪井 洋子 委員 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1162回 25 21 4  84％ 

1161回 25 18 7 2 80％ 

1160回 25 19 6 3 88％ 

【ニコニコ委員会】          梶 俊夫 委員長 

 第 1162回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    24件 ￥39,000 

●お客様 

◇高良 明 ガバナー【本年度ガバナーを拝命しました川崎西

ＲＣの高良です。どうぞよろしくお願い致します。川崎麻生Ｒ

Ｃの益々のご発展と皆様のご健勝をお祈り致します】 

◇川邊 裕 地区幹事【本日は、高良ガバナーのお伴で参りま

した。宜しくお願い致します】 

◇鈴木 文夫 ガバナー補佐【年に一度のガバナー公式訪問

です。志村会長年度成功への踏み台として下さい】 

●会員 

◇志村 幸男会長【本日はガバナー公式訪問で、ガバナー 

高良明様、地区幹事 川邊裕様、ガバナー補佐 鈴木文夫

様、宜しくお願い致します】 

◇臼井 勉幹事【高良ガバナー、当クラブへ公式訪問有難うご

ざいます】 

◇青戸 慶太会員 ◇大野 勉会員 ◇梶 俊夫会員 【同文】 

◇鈴木憲治会員 ◇長瀬敏之会員 ◇山下俊也会員【同文】 

◇蓬田 忠会員【同文】 

◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 

◇親松明会員 ◇川崎航会員 ◇佐々木範行会員 

◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員 ◇藤本隆会員 

◇森茂則会員 ◇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。 

【ロータリー財団委員会】         梅澤 馨 委員 

第 1162回    １件 ￥20,000 

◇鈴木憲治会員【高良ガバナーの公式訪問を祝して】 

ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会】        梅澤 馨 委員長 

第1162回    １件 ￥20,400 

◇鈴木憲治会員【高良ガバナーの公式訪問を祝して】 

ご協力有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

■ガバナー卓話         箕田敏彦ガバナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガバナーの紹介をされる 鈴木文夫ガバナー補佐 

 
例会場に入場される 高良 明 ガバナー、会員一同拍手でお出迎え 



【ガバナー卓話】     高良 明 第 2950地区ガバナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆様こんにちは。日頃より大変お世話になっております。改

めてよろしくお願い申し上げます。 

先ほど志村会長とお話しをさせていただきましたが、大変ご

立派な今年度の方針をお聞かせいただきました。ロータリーの

歯車のように奉仕の五つの輪を広げたい、皆さんその輪をしっ

かり噛み締めていただきたいと思います。 

第二次大戦では数多くのユダヤ人が殺害されました。ところ

が、強制収容所で一人だけ行き残った人がいます。彼は内面

のよりどころを失っていませんでした。それは、生きる意味を真

剣に考え、希望、愛、友情、そして奉仕の精神、これらをしっか

りと認識した人は生き残ったのです。 

我々人間は言葉には出さないけれど、幸せになりたい、幸

せに生きたい、と誰もが考えています。では幸福とは何なのか、

アメリカの女性心理学者がアンケートをとった結果、４つのカテ

ゴリーに分けられました。一つは健康でありたい、次に愛情を

持ちたい、経済的に豊かでありたい、もう一つは自分がなりた

いようになりたい。この健康、愛情、経済性、自己実現、これが

バランスよく伸びている状態が幸せなことです。皆さんはどうで

しょうか。 

2500 年ほど前、ギリシャのソクラテスやアリストテレスがいた

時代、善すなわち善い事が幸せでした。善は人みな違います

が、世のためにひとのために発揮できます。奉仕が出来ている

状態が、幸せなことです。 

我々ロータリアンにとって、奉仕の理念、奉仕の理論、が職

業における成功をもたらす基礎になります。ロータリーはある

種の人生哲学です。ぜひ日常の忙しい中にも、ひとの幸せは

何なのか、奉仕がどういう意味をもつのか、をしっかりと理解し

ていただくことが大切だと思います。 

その中で大事なことが二つあります。一つは人間関係です。

誰も自分で自分の命を作った人はいません。皆親がいます。

その家族や先祖の関係、仕事の人間関係、企業の人間関係、

などです。もう一つは、仕事です。いかにいきいきと張り合いを

持って仕事ができるかが大切です。それはあらゆる仕事にお

いて言えます。 

では、仕事をどのようにとらえるか、ただ生計をたてるためで

しょうか。 

私達はまわりの人々の支えによって生きている。お互いに支え

合って組織が成り立ちます。そして志、夢を持つこと、居義ある

人生を送るには、常に志を抱いていることです。もう一つは使

命、社会的使命、親から頂いた命をどう使うかが大事なことで

す。その大きな課題が仕事、そして人間関係です。これらがバ

ランスよくいってこそ、善い仕事ができると思います。生きる意

味を明らかにする、これが根本だと思います。 

幸に我々は、ロータリーに入って目的を認識しています。ロ

ータリーは奉仕の理念を全うして自分の日常生活や仕事をし

ていくことが職業奉仕です。奉仕を地域社会に向けることが、

社会奉仕です。まずは自分自身の生きる意味をしっかりおさえ

ていくことが大切です。 

渋沢栄一は、西洋の資本主義を取り入れて、500 もの会社

をつくりました。経済的な意味でのそろばんと、倫理観・道徳観

としての論語を一体化しようとしました。それが、日本の資本主

義を発展させました。もう一人二宮金次郎、道徳なき経済は犯

罪であり、経済なき道徳は寝言であると言いました。経営をし

っかりたてて、利益を得る。そして道徳観を持って経営する。

松下幸之助が会社の理念としたのが、利益と社会性を高める

ことで商売は世の為、人の為に行い、利益は当然の報酬だと

しました。それがないと、奉仕活動も意味がありません。これは

ロータリーと同じで、彼は奉仕の理念の実践者です。 

今年度のＲＩ会長ジョン・ジャームさんは人類に奉仕するロー

タリー（ROTARY SAVING HUMANITY）、と掲げています。ヒュ

ーマニティーという言葉には、人類、人間性、思いやり（博愛、

慈愛）という意味があります。周りの仲間を思いやり、人間性を

高め、広く人類に貢献しよう、ということです。これらを自分で考

えて、例会ではお互いに意見交換することが大切です。 

それを受けて私は魅力作りを考えています。魅力あるクラブ、

魅力ある会社、使命をしっかりと理解し、仲間（社員）を大事に

する、尊敬する、受け入れる、その上でお互いに意見を言う、

ことです。もうひとつはマネージメント、会社、家庭、ロータリー

も運営が大切です。計画なくして成果はありません。 

今年はＲ財団 100 周年を迎えます。財団の意義を改めて認

識していただいて、皆さんと分かち合いたいと思います。100

周年を記念しての数々のイベントを行いますので、ぜひ大勢

の方々に参加していただきたいと思います。 

それと戦略計画委員会として、将来のビジョンを語って頂き、

それを集約して、現状を認識し、将来のシナリオを描いて皆さ

んで一体化していく、これが戦略計画です。最後に、会員同

士目的を持って、歩んで頂きたいと思います。一人でも多くの

方々に奉仕の理念を理解してもらい、その結果、社会が平和

になり、人が幸せになると思います。それと仲間を増やし、友

情を深め、それが無形の財産となります。そして、クラブの存続

の為に承継を考えて頂き、もう一度ロータリーの存在意義を思

いおこし、より良いクラブ運営をしていただきたいと思います。 

川崎麻生ロータリークラブのますますのご発展と皆様のご健

勝を心より祈念いたします。 

（文章抜粋、編集：会報委員会） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】        川崎 航 会員 

【点  鐘】         志村 幸男 会長 

【会報委員会】   文責：宇津木 茂夫 委員長 

 

 

ご来訪と卓話をありがとうございました。 

 


