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＜点鐘＞	 中島健児会長

＜ソング＞　奉仕の理想

＜お客様ご紹介＞
国際ロータリー第2590地区ガバナー　
　川崎マリーンRC　轟淳次様→「皆様はじめまし
て。川崎百合丘RCにお邪魔するのは、私がRCに入
会して初めてのこととなります。財団月間となると
卓話依頼があり川崎市内のロータリークラブに伺う
ことが多かったのですが、なぜかこちらのクラブに
伺うことはありませんでした。昨日は台風の中6カ
所訪問する予定だったのですが、電車も動かず車も
渋滞で2か所ほど伺うことができませんでした。普
段なら3、40分で移動できるところが3時間もかかり
公式訪問の中でも印象に残る一日となりました」。
国際ロータリー第2590地区幹事
　川崎マリーンRC　鈴木慎二郎様
第3グループガバナー補佐　川崎麻生RC　大野勉様
地区大会キャラバン隊　
　川崎マリーンRC会長　福嶋安行様
地区大会キャラバン隊　川崎マリーンRC　
　山﨑美津夫様→「本日は地区大会参加のお願い
に参りました。2019-20年度第2590地区地区大会は
2019年10月25日（金）、26日（土）の両日に亘りパシフ
ィコ横浜会議センター3Fにて開催されます。25日
（金）は中島会長と金子幹事にご出席して頂く予定で

す。講演会講師は国際キリスト教大学学長の日比谷
潤子様で講演内容は『世界で活躍する女性』です。
夜にはRI会長ご夫妻歓迎晩餐会が開催されます。26
日（土）は本会議が行われます。その後の講演は鶴岡
八幡宮宮司の吉田茂穂様です。『新元号と日本人の
あり方』です。その後会員懇親会を開催します」。
地区大会キャラバン隊　川崎マリーンRC　円谷瑛子様
米山奨学生　張楽君

＜大矢会員よりお知らせ＞
　16日まで上野で院展を開催しております。今回は
令和にちなんで金屏風に赤富士を描いております。
より多くの地域の皆様に見て頂けたらと思っており
ます。お時間ありましたらお立ち寄り下さい。

＜会長報告＞	 中島健児会長
1.		2019学年度米山カウンセラー研修会開催の案内	
9/26（木）15:00〜17:00	メモワールプラザソシア21
2.		クラブ奉仕委員長会議開催の案内	
出席対象者:職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕より1〜2名	
10/3（木）15:00〜17:00　メモワールプラザソシア21
3.	�2019年8月九州北部豪雨被災地支援への義援金協
力の件
4.	�桐光学園中学高等学校第36回「輝緑祭」の案内	
9/22（日）9:00〜
5.	�第69回“社会を明るくする運動”麻生区推進委員会
における「川崎フロンターレと築く明るい麻生区

※諸事情により、スケジュールは変更になる場合があります。

第1974回  9 月24日 会員卓話　移動例会（夜会）

第1975回 10月 1 日 招聘卓話　米山奨学生

第1976回 10月 8 日 委員会報告　職業、社会、国際奉仕各委員長 

川崎百合丘ロータリークラブ ホームページ　
http://www.kawasaki-yurigaoka-rc.jp/

例 会 日 毎週火曜日  12：30〜13：30　　
例会会場 ホテルモリノ7F　TEL 044-966-1300

国際ロータリー第2590地区   川崎百合丘ロータリークラブ



少年サッカー教室」の開催について	
10/6（日）8:15〜　川崎フロンターレ麻生グラウンド
6.	�あさお区民まつりの開催について	
10/13（日）　10:00〜16:00　麻生区役所・麻生市民館
7.	赤い羽根共同募金への協力のお願い

＜幹事報告＞	 金子幹事
＊当クラブ例会スケジュール
　9/24（火）		16:00〜清掃活動

17:30〜　点鐘　シノワーズ　移動例会
（夜会）　＊昼の例会はありません

　10/22（火）→地区大会へ振替え
　10/25（金）・26（土）　地区大会　パシフィコ横浜
　10/29（火）　移動例会（夜会）
＊近隣クラブ例会変更・案内
　川崎西北RC、新川崎RC、川崎RC、川崎北RC

＜ニコニコ委員会＞	 山口篤委員長
　国際ロータリー第2590地区ガバナー　川崎マリー
ンRC轟淳次様→「ガバナーを拝命しました川崎マ
リーンロータリークラブの轟淳次と申します。本日
は公式訪問にお邪魔させて頂きました。皆様の想い
を地区運営に活かしてまいります。どうぞご指導と
ご協力のほど、宜しくお願い致します」。地区幹事
川崎マリーンRC　鈴木慎二郎様→「本日は公式訪問
に随行しました地区幹事の鈴木慎二郎と申します。
轟ガバナーを支えるべく、一年間、邁進致します
ので皆様のお力添えを心よりお願い申し上げます」。
第3グループガバナー補佐　川崎麻生RC　大野勉様
→「本日轟ガバナー公式訪問です。宜しくお願いし
ます」。地区大会キャラバン隊　川崎マリーンRC会
長福嶋安行様、円谷瑛子様、山﨑美津夫様→「本日
は地区大会のご案内と参加のお願いに伺いました。
来る10月25・26日、皆様のご参加をお待ちいたして
おります。宜しくお願いいたします」。当クラブより、
中島健児会長→「轟ガバナーようこそおいでくださ
いました。本日はよろしくお願い申し上げます」。金
子幹事→「本日は地区大会キャラバン隊の皆様よう
こそおいで下さいました」。大西会員→「円谷先生
よくいらっしゃいました。よろしくお願い致します」。
以下、感謝をこめてニコニコへ。阿久澤会員、安藤
美恵子会員、青柳会員、平岡会員、井上久会員、井
上勇会員、石野会員、伊藤会員、北島会員、小島会
員、小塚会員、都田会員、宮崎会員、中島眞一会員、
中村会員、野島会員、大矢会員、親松会員、坂井会員、

佐々岡会員、嶋会員、白井会員、菅会員、鈴木文夫
会員、鈴木清会員、玉井会員、渡邊会員、山口卓会員、
屋敷会員、結城会員、山口篤会員。

＜出席委員会＞	 結城委員長

＜ニコニコ・財団・米山委員会＞　

＜ロータリー財団委員会＞　　　　　阿久澤委員長
　中島健児会長→「轟ガバナーのご来会を記念しま
して」。井上勇会員から頂きました。

本日のプログラム 　　　
第2590地区第3グループ
ガバナー補佐　大野勉様より
ガバナーのご紹介
　本日4クラブ目のガバナー公
式訪問です。簡単にガバナー
の経歴をご紹介したいと思いま
す。1943年8月21日生まれ。1967
年3月三和矢崎サービス株式会
社設立、代表取締役社長就任。2013年8月三和矢崎
サービス株式会社会長就任。現在にいたる。1993年
2月15日川崎マリーンロータリークラブ入会。創立
会員です。ロータリー財団メジャードナー、ベネファ
クターMPHF、ポールハリスソサエティー、米山功
労者マルチプルでございます。卓話をよろしくお願い
します。

＜ガバナー公式訪問卓話＞
第2590地区ガバナー
轟淳次様
　身に余るご紹介を賜りました。
川崎マリーンロータリークラブの
轟でございます。1年間、この第
2590地区ガバナーとして、会員
増強というこの一点に絞って頑
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張っていきたいと考えております。公式訪問では私
が8項目のターゲットを数えたのでそれを縷々ご説
明申し上げることが本来の公式訪問の役目だと思い
ますが、始まって以来会員2,000名を切ってしまい、
今年度のスタートが1,993名でございます。8月末で
仮締めを致しましたところ2,013名、この2か月ほど
で20名ほどの新しい仲間を迎え入れることができま
した。そういう意味で私どもが会員増強に向けて頑
張っていかないとならないと思っています。前金
子ガバナーの時代の5月で2,060名でした。ところが
6月に退会者をたくさん出してしまいました。その
中で大きな問題だったのが、戸塚東RCさんという
13名の会員の小さなクラブですが、昨年いっぱいで
クラブを閉じてしまいました。この13名という数字
が普段の年と違ってプラスアルファとなってしまい
ました。それで2,000名を切ってしまいました。そ
の中で今日の私の卓話は、最初の5分はRI会長のマ
ーク・ダニエル・マローニーさんの研修に参加し30
分の講演があったのですが、それを5分弱程度にま
とめた動画を作成しましたので御覧頂きます。その
後、「女性とロータリー」という題で危機感を感じ
た私が急遽プログラムを作り上げましたのでそのス
ライドを見て頂きます。第1グループガバナー補佐
との共同作でございます。女性がロータリーに参加
することが認められたのは今からたった30年前でご
ざいます。ロータリー114年の歴史の中でたった30
年前に女性が入会を認められました。今全世界のロ
ータリアンおよそ122万人ほどの中で25万名の女性
のロータリアンがいます。このようなことを思って
作った静止画なので多分に私の主観も入っておりま
すが、途中では帝国データバンクのきちんとした資
料も使っています。この資料のUSBを受け取って頂
き貴クラブの通常の例会で見て頂ければと思ってお
ります。それではマローニー会長の演説をご覧くだ
さい。

　サンディエゴへ、2019年ロータリー国際協議会へ
ようこそお越しくださいました。最初の強調事項は
ロータリーを成長させることです。行動を起こす時
がきています。個人ではなく地域社会に目を向ける
ことのできる多様な委員から成る会員増強委員会を
クラブに設置することです。クラブに会員のいない
職業はどれか、見ていく必要があるのはそういう人
達です。つまり職業分類制度と呼ばれるものです。
113年間続いてきたものでこれを再発見し活用する

必要があるということです。2つ目の強調事項はク
ラブより家庭に近いところにあります。家族です。
ロータリーの活動と家族との時間が競合せず互いに
補完し合う文化を作っていく必要があります。3つ
目の強調事項は忙しく仕事をしているロータリアン
もロータリーのリーダーとなれる道を拓くことで
す。ロータリーの梯子は登るのが難しいものである
べきではないしその必要もありません。今こそ文化
を変える時がきています。4つ目の強調事項は長年
に亘るロータリーと国連との歴史的な関係に焦点を
置いています。ロータリーを通じて私たちはつなが
ります。互いに、また地域社会とつながります。つ
ながりがあるから私たちはロータリーに入会しとど
まるのです。ロータリーを成長させる方法もつなが
りにあります。そしてこれがロータリーの2019 ‐
20年度のテーマです。

　私の言いたいことをRI会長からお話して頂きま
した。今期4名の新しい仲間を迎え入れた貴クラブ
に60名をターゲットにして頂きたいと思います。私
がロータリアンとなって27年目に入りましたがチャ
ーターメンバーより会員を増やしているクラブは貴
クラブしか私の記憶にはありません。60名も夢じゃ
ない。特に女性会員の皆さんにお願いしたいです。
女性会員は粘り強く会員を増やしています。だらし
ないのは男性会員です。27年間で1,300名強がいな
くなっています。女性会員を増やしたいという願い
を込めて静止画をお見せしたいと思います。
以下、スライドを見ながらお話を聞きました。

　男子会員が例会を行っている間に婦人方が主人の
仕事の手伝いができないかという志のもとに集まり
検討し1つの結論が出ました。人道奉仕プロジェク
トをやろうということになりました。
YEと呼ばれる青少年交換はロータリーの正式なプ
ログラムですが、元々はロータリーの財源を使うの
ではなく、ご婦人方の財源でプログラムをスタート
させました。1970年代、当時の規定審議会は現在と
同じく3年に一度開催されていましたが、その時女
性を入会させるということで上程しましたが否決さ
れました。それから8年、定款細則に違反している
ことは承知で3名の女性会員を入会させました。RI
は懲戒権を持ってそのクラブの活動を停止してしま
いました。同時にそのクラブは裁判に持ち込みまし
た。9年後に「国際ロータリーは女性を入会させる



ということでクラブを除名させることはできない」
という判決が出ました。2年後、規定審議会から男
性という文言が削除されました。ここで初めて女性
が正式なロータリーの会員となることができまし
た。1989年、今から30年前に女性会員が初めて自分
の立ち位置を認めれました。同じ年に北海道で日本
で初めての女性会員が誕生しました。8年後桑名北
RCで日本で初めての女性ガバナーが誕生しました。
1990年、全世界で2万人の女性会員が登録されまし
た。その後20年を経過し全世界のロータリアンおよ
そ120万人のうち20万人の女性会員がおりRIの理事
やロータリー財団の管理委員に就いて頂きました。
昨年度全世界はどうなのかというと20万人から25万
人に増えました。全世界の女性ロータリアンの比率
は2割です。日本は6％です。第2590地区は9.3％です。
世界標準から見ると半分以下です。私は女性会員の
比率を15％まで高めたいと思っています。女性会員の
皆様のお力を借りて会員拡大にご協力頂きたいと思
います。第2590地区の会員数は右肩下がりです。し
かし女性会員の数は右肩上がりです。いかに女性が
粘り強く寄与しているかわかります。帝国データバン
クの資料より日本の女性社長の就任割合は全体の7.8
％です。女性会員の力を終結したいと思っています。
　次の写真は皆さんご存知だと思いますが前国連難
民高等弁務官の緒方貞子さんです。彼女は24歳の時

に日本で初めて奨学金でロータリーのフェローとし
て1951年〜52年の間ワシントンD.Cのジョージワシ
ントン大学で国際政治学を学び国連難民高等弁務官
という役職まで登り詰めた女性です。この間宇宙飛
行士となられた女性もロータリーの奨学金で巣立っ
ています。
　次の女性二人は私と同期の女性ガバナーです。安
間みちこさん、嶋田康子さんです。お二人とも芯が
強く情熱を持っている方々です。
　「女性の活力で蘇らせようロータリー。女性ロー
タリアンを増やそう」。特に会員数を減らしている
この地区に頑張ってもらい、先ほどの女性会員9.3
％から15％へ増強へ皆様ご協力をよろしくお願いし
ますとのことで私の卓話とさせて頂きます。
　最後に、このロータリークラブを1つの船と考え
て頂きたいです。昨日の台風も大変でした。港に係
留し嵐が過ぎるまで港に入っていれば船は安泰で
す。新米のガバナー＝新米の船長です。この新米の
船長とぜひとも皆さん力を合わせて荒波に出て、「会
員増強」という宝物を探して頂きたいと思います。
我々が地区大会を開催する頃には少なくとも2,050
名、次年度にタッチする時は2,100名にしたいと思
います。よろしくご協力お願いします。

＜点鐘＞　　　　　　　　　　　　　中島健児会長


