
 
  

 
 
 

 

【会長テーマ】 ： 健 康 で 明 る い 環 境 を つ く ろ う                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

例 会 報 告 
 開会点鐘  金子 利昭 会長 

 司  会  貝田 充 SAA 

 合  唱  「四つのテスト」 

 お客様紹介  親睦活動委員会 志村修司委員長 

今後のプログラム予定 
11月 プログラム名 

      11月 3日 休 会 

 第１例会 11月 10日 
夜間移動例会 点鐘 17：30 

（精養軒）合同情報集会 

 第 2例会 11月 17日 

Ｒ財団卓話  

地区 R財団補助金委員長 

吉田裕一郎様(横浜中 RC) 

      11月 24日 休 会 

出 席 報 告 廣山宗一出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

43名 34名 

9名 

対象外 

（6） 

91.91% 

欠 6名 

対象外 

（3） 

MU0名 92.50% 

【本日の欠席者】 

市川 宏 会員  三木 治一会員  小林 敏伸会員 

中田 泰光会員  小島 満 会員  冨岡 昭一会員 

小島 徹 会員  中山 武夫会員  井上 裕司会員 

ニコニココーナー 
金子 利昭会員：本日、川崎 RC よりお越しのパストガ

バナー市川緋佐麿様、卓話よろしくお願い

いたします。 

叶野 聡 会員：地区戦略計画副委員長の市川緋佐麿様。

卓話楽しみに拝聴させていただきます。よ

ろしくお願い致します。 

小山 政吉会員：パストガバナー市川様、卓話楽しみに

しております。本日もよろしくお願いいた

します。 

小川 慶一会員：市川パストガバナー卓話よろしくお願

いいたします。 

伊藤 文治会員：市川緋佐麿パストガバナーには、ご多

忙の中卓話いただきありがとうございます。 

廣山 宗一会員：市川パストガバナーにはたいへんご多

忙の中、卓話ありがとうございます。 

髙木 洋一会員：今日は市川パストガバナー、卓話をい

ただきありがとうございました。 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟ-ｶｰ 
市川緋佐麿様 

2013-14 ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 
2015-16地区戦略計画委員会副委員長 
（川崎 RC） 
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細山勝三郎会員：市川緋佐麿パストガバナーようこそお

いでになりました。本日はよろしくお願い

いたします。 

田邉 進 会員：パストガバナー市川様、卓話楽しみに

しております。 

内藤 幸彦会員：市川緋佐麿パストガバナー、エチオピ

ア民族舞踊団川崎公演の際には大変お世話

になりました。ありがとうございました。

本日の卓話ご苦労様です。楽しみに拝聴さ

せていただきます。 

鹿島 義久会員：①パストガバナー川崎 RC 市川緋佐麿

様卓話よろしくお願いいたします。②第 2

回情報集会 11/10（火）夜間にてブレーン

ストーミングにて行いますのでよろしくお

願いいたします。 

川口 禮敬会員：市川緋佐麿パストガバナーようこそお

出で下さいました。卓話楽しみに拝聴させ

ていただきます。 

白井 正男会員：①市川パストガバナー本日お忙しい中

卓話ありがとうございます。よろしくお願

いいたします。②また先日のゴルフ同好会

では参加者の皆さんお世話になりました。 

柾木 國義会員：市川パストガバナー卓話楽しみにして

おります。 

萩原ひとみ会員：11/7（土）8：30頃から中原一斉クリ

ーンアップ大作戦をします。武蔵小杉のコ

アパークかご自分の会社やお店・ご自宅の

周りでも大丈夫ですのでチラシの裏を区役

所へ FAXお願いします。前日金曜日でも大

丈夫です。同じ 11/7（土）1：30より精養

軒で桂米多朗さんの落語とマイナンバー等

税金のお話の会をします。こちらも是非い

らして下さい。 

貝田 充 会員：市川様本日はありがとうございます。

卓話よろしくお願い申し上げます。 

渡邉 新治会員：卓話楽しみにしています。本日もよろ

しくお願いいたします。 

長谷川俊雄会員：先日は久しぶりカラオケ同好会に参加

させていただき大変お世話になりました。

大変楽しかったです。 

長戸 隆彦会員：①市川パストガバナーお久しぶりです。

卓話楽しみにしております。②11/15（月）

七五三でお世話になります。 

 

 

 

会 長 報 告 金子 利昭会長 

１． 地区より第32回青少年指導者養成プログラム

（ＲＹLA）開催のご案内が届いております。 

詳細はポスティングいたしましたので、参加

を希望される方は事務局までお願いします。 

 

２． 米山学友会より 10/3 に開催されました総会

のお礼と写真が届いております。 

回覧いたします。 

 

３． 公益財団法人 日本盲導犬協会より会報誌「盲

導犬クラブ」が届いております。 

回覧いたします。 

幹 事 報 告 叶野 聡幹事 

１． 例会変更 

   川崎北 11月 11日（水）→14日（土） 

          移動例会 地区大会参加 

              パシフィコ横浜 

    12月 16日（水）年忘れ家族会 点鐘 18：00 

       横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 

    12月 23日（水）休会 

    12月 30日（水）休会 

川崎中原 11月 12日（木）→14日（土）移動例会 

           地区大会参加 パシフィコ横浜 

     11月 26日（木）移動例会 点鐘 12：30 

          ホテルメッツ武蔵溝口 「桂林」 

     12月 3日（木）早朝移動例会 点鐘 7：30 

               コメダ珈琲 武蔵中原 

     12月 10日（木）年末家族会 点鐘 18：30 

        クイーン・アリスガーデンテラス日吉 

     12月 24日（木）休会 

合計 19件   20,000円 
累計 285件   373,000円 



     12月 31日（木）休会 

川崎高津南 11月 9日（月） 移動例会 点鐘 14：00 

                久本小学校花壇整備 

      11月 16日（月）→14日（土）移動例会 

                   地区大会参加 

      11月 23日（月）休会 

横浜あざみ 11月 18日（水）移動例会 点鐘 12：30 

          アートフォーラムあざみ野 2Ｆ 

川崎中央  11月 2日（月）→14日（土） 

                  地区大会へ振替 

          ＊メークアップデスクございます。 

      11月 23日（月）休会 

      11月 30日（月） 3クラブ合同夜間例会 

        （川崎大師・川崎マリーン・川崎中央） 

        川崎日航ホテル 12Ｆ（中・西の間） 

 

２． 次週 11/3（火）は、休会です。11/10（火）

は例会前 16：00より、定例理事役員会を 

開催いたします。（夜間例会 17：30点鐘 ホ

テル精養軒） 

  

卓 話 ：戦略計画の重要性 

2015－16地区戦略計画委員会副委員長 

市川 緋佐麿 様（川崎 RC）  

 

【戦略計画の重要性について和やかに語る市川緋佐麿・

地区戦略計画委員会・副委員長】 

■戦略計画の沿革 

1．District Leadership Plan（DLP）と 

Club  Leadership Plan（CLP） 

・途上国での爆発的増加、先進国での着実な衰退。 

・組織、事務手続きの簡素化。コンピューターの本格的

導入。 

・奉仕プロジェクト委員会、ガバナー補佐制度の導入。 

・「全体事業」「共同事業」の推奨 

⇒「認知度、公共イメージの向上」 

・実践主義の時代。ロータリーは理論、統計ではない。 

・奉仕の実践に必要なものは仲間（増強）とお金（寄付）。 

 

2．戦略計画 STRATEGY⇒クラブと会員に活力をもたら

すために 

・ロータリー目標：クラブのサポートと強化。 

         人道的奉仕の重点化と増加。 

         公共イメージと認知度の向上。 

・ロータリーの中核的価値観：奉仕、親睦、多様性、 

高潔性、リーダーシップ 

・「現代経営学」国連、WHOなどから学んだ。 

・活力さえあれば全ての問題は解決する。 

・ロータリーは実践である。実践を通して良きリーダー

を育てることである。 

・実践の第一は「ポリオプラス・プロジェクト」 

・新しい補助金制度（未来の夢計画）で立派な奉仕事業

を！ 

・地区補助金、グローバル補助金。効果持続性、測定可

能性。 

   

■戦略計画立案の要点 

・全員参加で、3～５年先のクラブの希望像・理想像を描

こう。 

・SWOT分析を理解し利用して、クラブの運営や奉仕事

業に注力し、希望像・ 

・理想像に向って進んでいこう。 

・全員参加で次の４分野について意見を出し合い、的確

に分析して理想像を描こう。 

 

  Strength（強み）：目標達成に貢献する組織（個人）

の特質。「内部的長所」 

  Weakness（弱み）：目標達成に障害となる組織（個

人）の特質。「内部的短所」 

  Opportunity（機会）：目標達成に貢献する外部の特



質。「外部的長所」 

  Threat（脅威）：目標達成に障害となる外部の特質。

「外部的短所」 

 

米山奨学生レポート紹介 
明治大学理学部基礎理工学専攻 博士課程２年 

第 2590地区 ２０１５－１６年度米山奨学生 

李香福（イヒャンボク）さん 

国籍：韓国 

 

【これまでの奨学生の生活で得たものや、日本留学の成

果などについて】 

2015 年度米山記念奨学生になってから、米山梅吉記念

館訪問と夏季レクリエーションに参加しました。 

記念館では奨学会の歴史を勉強しました。どうしてこの

奨学会が誕生し、何を目的とし、どのような道のりで今

にたどり着いているかなど、記念館の案内の方から貴重

な話が聞けました。その後、神社や 別荘の跡地へ行き、

自然に触れながら、奨学生同士で話し、お互いに親しく

なれる一時でした。 

そして、夏季レクレーションでは群馬県を訪れました。

多くの OB･OGの奨学生さんがご家族と一緒に参加しま

した。奨学生当時のカウンセラーさんと家族のように仲

良い姿をみて、改めて、自分とカウンセラーの白井さん

との絆を大切にしていきたいと思いました。 

８月のお盆のときには、白井さんのお宅に招待され、日

本の伝統的なお盆の過ごし方を経験しました。家の入り

口 で紙を燃やしたり、馬を見立てたきゅうりと牛を見立

てたなすは、実際に見るのは初めてでした。また、白井

さんの家族の方たちは親切で、優しく話しかけて下さい

ました。皆さんと一緒に美味しい食事をとり、沢山お話

でき、とても楽しい時間でした。そして、白井さんとの

距離も縮まりました。その時、みんなで一緒に写真を撮

り、私にも印刷して下さい、今は、私の机の一角に大事

に置いています。 

これからも、沢山のイベントに参加し、思い出や絆を増

やしたいと思います。 

 


