
第１２５３回例会 １０月１２日（金）理事役員会④、招聘卓話  ホテルモリノ 

第１２５４回例会 １０月１９日（金）会議報告、近隣清掃活動  百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１２５５回例会 １０月３１日（水）社会奉仕活動（AED贈呈）  柿生中学校 

 

 

 

  

【点  鐘】               大野 勉 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【S.A.A .】                鈴木 昭弘 委員長 

【ソング】    国歌『君が代』 ロータリーソング『奉仕の理想』 

【ゲスト・ビジター紹介】          大野 勉 会長 

◆第 2590 地区ガバナー 金子 大
ゆたか

 様（横浜中 RC） 

◆地区副幹事 吉田 雄一郎 様（横浜中 RC） 

◆窪倉 保 様（横浜中 RC） 

◆第三グループ G 補佐 大友憲子様（川崎高津南 RC） 

◆米山奨学生 モハマド・ミカル君 

【金子ガバナー ご挨拶】  

「皆様こんにちは。麻生 RC、43 回目となります。地区内の訪問

が終わると地区外、地区大会と続きます。先週は北海道へ行

き、台風で地区訪問が間に合うかと心配しました。皆さんには

ご負担をおかけしていますが、一生懸命勤めさせていただきま

す。どうぞ宜しくお願い申し上げます。」 

【会員誕生日】【奥様誕生日】   木村 良三 親睦委員長 

〈会員〉 杉山遼会員（9日）、梅澤馨会員（１３日）、 

黒木啓太郎会員（21日）、佐藤忠博会員（28日） 

〈奥様〉 臼井勉夫人 愛子様、中山隆弘夫人 理紗様、 

川崎航夫人 麻里子様 

〈結婚記念日〉 大野勉会長、鈴木豊成会員、鈴木憲治会員、 

臼井勉会員、鈴木明弘会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【会長報告】              大野 勉 会長 

1.ガバナー事務所より 

○メジャードナー顕彰午餐会の案内が届く。 

11 月 19 日（月） 9:00～登録、 

11:00～午餐会  

神戸ポートピアホテル南館１Ｆ  

○グローバル補助金対象の人道的プロジェクト募集資料が届く。 

2.川崎西北ロータリークラブより 

2018-19 年度 第 3 回 会長・幹事会 開催のお知らせ 

11 月 14 日（水） 18:00～ 登戸 柏屋 

３．あさお区民まつり実行委員会よりイラストマップが届く。 

4.川崎・しんゆり芸術祭 2019 実行委員会より 

大野会長へ実行委員会委員委託状と委員会報告等が届く。 
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［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：044-953-5111 

［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 

※第 5金曜日  休会または移動例会,他 連絡先：川崎麻生ロータリークラブ事務所 TEL：044-951-1322 

 

【梅澤会員コメント】70 を過ぎてこれからあと 10 年は頑

張ろうと思っております。これからもロータリーで活躍で

きればと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

第 1252回 例会記録 平成 30 年 10月 5日（金） S.A.A 委員長 鈴木 昭弘 

 

 

 ガバナー公式訪問  

金子ガバナーを拍手でお迎え 

 

 
金子ガバナーよりミカル君へ 

バッジを授与 

 



【幹事報告】          青戸 慶太 幹事 

★例会変更 

◎川崎西北ＲＣ ・10/25（木）夜会 18:30 点鐘 柏屋 

 ・11/8⇒11/10（土） 地区大会出席 パシフィコ横浜 

◎新川崎ＲＣ ・10/24（水）⇒10/19（金）  

第 36 回 7RC 親睦ゴルフ大会戸塚カントリー倶楽部  

・10/31（水）休会⇒通常夜会例会へ変更  

18:30 点鐘 川崎日航ホテル ・11/ 7（水）⇒11/10（土） 

移動例会 11:00 点鐘 例会後地区大会参加  

・11/14（水）⇒11/ 8（木）館山ベイ RC へ表敬訪問 18:30

点鐘 夕日海岸ホテル海幸苑 ・11/28（水）⇒休会 

★会報着 

○新川崎 RC  第 1120 回（9/5）～第 1122 回（9/19） 

※会費納入は来週以降にお願いいたします。 

【出席委員会】            佐藤 達弥 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1252回 32 28 4  87.5％ 

1251回 32 23 9 4 84.4％ 

1250回 32 28 4 2 93.8％ 

【ニコニコ委員会】            杉山 遼 委員長 

 第 1252回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    31件 ￥38,000 

●お客様 

◇第2590地区ガバナー 金子 大 様 （横浜中RC） 

【本年度ガバナーを拝命しました横浜中ロータリークラブの

金子大（かねこ ゆたか）でございます。本日はお世話にな

ります。貴クラブの皆様のご指導とご協力をいただきながら、

クラブ可能性を拡げていく為に努力する所存です。どうぞ宜

しくお願いします】 

◇地区副幹事 吉田 裕一郎 様 （横浜中RC） 

【こんにちは。ガバナーのお伴できました。貴クラブには米

山奨学生受入等でもお世話になり有難うございます。今年

度１年間宜しくお願いします 

◇窪倉 保 様 （横浜中RC） 

【本日は、金子大ガナバーの随行で伺いました。宜しくお願

いします】 

◇第３Ｇガバナー補佐 大友 憲子 様 （川崎高南RC） 

【本日は、ガバナー公式訪問です。みなさま宜しくお願いい

たします】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●会員（ニコニコメッセージ） 

◇大野勉会長、◇青戸慶太幹事、◇梅澤馨会員、 

◇鈴木昭弘会員、◇鈴木憲治会員、◇鈴木豊成会員、 

◇長瀬敏之会員、◇山下俊也会員、◇蓬田忠会員 

【金子ガバナー、本日は宜しくお願いします】                          

◇佐藤忠博会員【親松さん送って頂いて有難う】 

◇臼井勉会員 ◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員 

◇円城寺広明会員 ◇親松明会員 ◇梶俊夫会員 

◇木村基会員 ◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員 

◇佐々木範行会員 ◇佐藤達弥会員 ◇杉山遼会員 

◇鈴木眞一会員 ◇中山隆弘会員 ◇杉山遼会員 

◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 ◇門間亜砂子会員 

     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】       山下 俊也 委員長 

 第 1252回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    7件 ￥ 50,600    

◇大野勉会長 ◇梅澤馨会員 

【金子ガバナー、大友ガバナー補佐、吉田様、窪倉様ようこ

そいらっしゃいました】 

◇鈴木憲治会員【金子ガバナー公式訪問を祝って】 

◇佐々木範之会員 ◇鈴木明弘会員 ◇鈴木眞一会員  

◇山下俊也会員           ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会】      門間 亜砂子 委員長 

 第 1252回(件数) 合計 

米山記念奨学 7件 ¥ 56,000    

◇大野勉会長 ◇梅澤馨会員 【金子ガバナー、大友ガバ

ナー補佐、吉田様、窪倉様ようこそいらっしゃいました】 

◇鈴木憲治会員 ◇鈴木豊成会員 ◇蓬田忠会員 

【金子Gの公式訪問を祝って】 

◇佐々木範之会員 ◇鈴木眞一会員 

     ご協力有難うございました。 

 

10月、記念日を迎える会員 

 

 

 

大野会長より奨学金を受ける 

ミカル君 

夏休みにマレーシアに帰り、隣国

のインドネシアへ行って来ました。 

 



【ガバナーご紹介】   第３Ｇガバナー補佐 大友 憲子 様 

金子ガバナーは1946年8月1日の 

お生まれで、現在、学校法人 横 

浜学院の理事長・学院長をされて 

います。ロータリー歴は、1985年 

に横浜西RCに入会され1989年退会、 

その後、2000年に現在の横浜中RCに入会され2009-10年、

会長をされました。地区の役員・委員長をされて2016-17

年度に第６Gのガバナー補佐をされました。 

ご出身は保土ヶ谷で、現在は鎌倉にお住まい、５人家族で

いらっしゃいます。趣味は車、ドライブがお好きですが、

この一年は我慢をするとのことです。 

【ガバナー卓話】     第 2590地区ガバナー 金子 大
ゆたか

 様 

〈資料からの掲載ではなく、ガバナーが話された内容を載せています。〉 

本来ですと、地区のテーマやRI会長のテーマをそれぞれ説

明するのですが、本日は少し割愛させていただきます。 

現在の地区の運営状況は少し変更されています。 

RIのバリー・ラシン会長はバハマのご出身、バハマのクラブ

に所属、病院の院長を37年間され現在は顧問を務めておられ

ます。会長はエレクトではなく、エレクトがご病気で亡くなられ

て会長に選ばれました。ですので、準備がなくご苦労されたと

思います。 

1月にサンディエゴで行われた国際協議会は、正装などの

決まりもゆるやかで、広い食事会場ではダンスも始まり、大変

熱気に包まれておりました。 

ラシン会長より2018-19年度ロータリーの目標が発表され

「何か大きなことに挑戦しようというインスピレーションを、クラブ

やほかのロータリアンに与えてください。自分よりも長く、後世

にも生き続けるものを生み出すために、行動を起こす意欲を引

き出していただきたいのです」とご講演されました 

今年度は“インスピレーションになろう”というテーマです。ビ

ジョンは、ロータリアンは世界で、地域社会で、自分自身の中

で、持続可能な良い変化を生み出すために、人々が手を取り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

アンがいる中で、私達の 2590 地区は、2019 名でスタートをしま

した。約 50 クラブですが、中には大人数のクラブもあるので、

平均的には 25～30 名のクラブが一番多いことになります。30

名のクラブが円滑に活発に対応性をもって活動するにはどうし

たらよいだろうかと、2016年から議論されてきました。30名の中

で委員や役員を決めるとなるとどうしても重複することになり、

当然地区に対する負担もかかってきます。その点を考える必

要があるのではないかと思います。 

4月1日の地区研修協議会のときに、分科会を12部門から8

部門にまとめました。ロータリーの会長声明や今後の考え方の

ために責任をもって説明させて頂きました。 

増強などの研修部門は２回に分けて行いました。その他の部

門も統合し、今後も研修会をいたします。 

一番大切なことは健全であるということで、皆さんご自身と所

属する会社や組織が健康で輝いていればロータリーも輝いて

いけると思います。 

大切なことはクラブの地域性と特色だと思います。どこのクラ

ブも個性をもった奉仕活動をされています。クラブの皆さんの

職業によって組織の在り方も変わってくるのではないかと思い

ます。それに伴って活動しやすい委員会や組織を作って地区

全体で負担を負い、皆さんの活動をサポートするのが地区の

役目です。皆さんのご意見を聞きながら進めてまいりたいと思

います。 
 

【四つのテスト】 木村 良三 会員    【点 鐘】大野 勉 会長                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 会 報 委 員 会 】  

文責：黒木 啓太郎 委員     写真：川崎 航 委員長 

 
合って行動する世界を目指

す、ということです。それを受

けて地区テーマとして、輝く

ロータリー、自らの行動でク

ラブの可能性を広げよう、そ

して地区として目標をしっか

り定めようということです。可

能性を重んじた独自の目

標、ということで地区の目標

を示させていただきました。 

日本中で約9万人のロータリ

ア ン が い る 中 で 、 私 達の

2590地区は2019名でスタ

 

 


