
                

 

 

 

 

 

 

【2020-21 年度 地区方針】ためになる魅力あるロータリー～自分を磨き品格とクラブの魅力を高めよう〜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  新 春 初 例 会    

   例 会 報 告     

 開会点鐘  伊藤 稔会長  

 司  会   市川 実副会場監督 

 合  唱   「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介 長谷山尚城親睦活動委員長 

李 丹さん 2020学年度米山奨学生（中国） 

今後のプログラム予定 

  1月 プログラム名 

第 3例会 １月 26日 休会 

第 1例会 2月 2日 休会 

出 席 報 告 川口 禮敬出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

42 名 32 名 

10 名 

対象外 

（9） 

96.97％ 

欠 10名 

対象外 

（8） 

MU0 名 

 

94.12％ 

 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  小林 敏伸会員   

小島 満 会員  鹿島 義久会員  島 利夫 会員 

志村 修司会員  齊藤かおり会員  小泉 繁勝会員 

朝山 秀男会員  白井 正男会員 

ニコニココーナー 佐川 陽子会場監督(補) 

伊藤 稔会長：新年おめでとうございます。今年も会

員の皆様の健康と幸多き年でありますよ

うに…・。 

長戸 隆彦幹事：今年もよろしくお願い致します。 

井上 裕司副会長：本年もよろしくお願い致します。 

伊藤 文治会員：あけましておめでとうございます。年

賀状を頂きありがとうございます。 

廣山 宗一会員：新年おめでとうございます。本年も

よろしくお願い致します。 

中山 武夫会員：細山さん卓話ご苦労様です。 

冨岡 昭一会員：賀正。本年もよろしくお願い申し上

げます。 

川口 禮敬会員：新年おめでとうございます。本年も

よろしくお願い致します。コロナに悩まさ

れるのでしょうか。 

野口 新二会員：皆様、移籍初めての新年おめでとう

ございます。本年もどうぞよろしくお願い

致します。 

貝田 充会員：皆様、本年もよろしくお願い申し上げま

す。 

原 敏之会員：本年もよろしくお願い致します。 

上原 伸一会員：あけましておめでとうございます。本

年もよろしくお願い致します。 

稲冨 正行会員：新年あけましておめでとうございま

す。本年もよろしくお願い致します。細山

様卓話よろしくお願い致します。 

小丸 日出夫会員：明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い致します。 

会   長    伊藤 稔 

副 会 長    井上 裕司 
幹   事    長戸 隆彦 
S  A  A    鹿島 義久 
会報委員長   栗原 茂昭 
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小島 徹会員：新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。 

金子 利昭会員：あけましておめでとうございます。今

年もコロナに負けず頑張りましょう。 

内藤 幸彦会員：新年あけましておめでとうございま

す。今日は川崎でも初雪の模様です。寒

さに負けずコロナに負けず前を向いて進

んでいきましょう！ 

渡邉 新治会員：卓話楽しみにしています。本日もよろ

しくお願い申し上げます。 

朝倉 和信会員：今年もよろしくお願い致します。合掌 

堀一 慶明会員：皆さんお久しぶりです。本年もよろし

くお願い致します。 

長谷川 俊雄会員：本年もよろしくお願い致します。誕

生日 祝。 

市川 実会員：本年もよろしくお願い致します。 

 

合計   22件 27,    26,000円 

累計  336件    403,000円 

会 長 報 告 伊藤 稔会長 

１． 国際ロータリー事務局経理室より 2020 年 12

月のロータリーレートのお知らせが届いてお

ります。2021年1月 1ドル＝104円 ご参考）

2020年 12月 1 ドル＝105円 

２． 地区より 2021-22 年度地区委員候補者ご推

薦のお願いが届いております。 

３． 地区より第 33回ローターアクト全国研修会の

ご案内が届いております。詳細は回覧いたし

ます。 

４． 地区より各クラブウェブサイトのロゴの使用に

ついてのご連絡が届いております。詳細は回

覧いたします。 

５． 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会よ

り米山功労クラブ感謝状が届いております。 

♢表彰年月   2020年 10月 

♢表彰回数   第 51回 米山功労クラブ 

*「米山功労クラブ」個人・法人・クラブ扱い 

全ての特別寄付金が対象となり、特別寄付 

金額が 100を超える毎に表彰されます。 

６． 川崎高津ロータリークラブより IM（Inter-City-

meeting）中止のお知らせが届いております。

回覧致します。 

幹 事 報 告 長戸 隆彦幹事 

１． 例会変更 

  川崎中央    1月全例会      休会 

            2月 1日（月）    休会 

  川崎マリーン  １月 14日（木）    休会 

  新川崎      1月 20日（水）   職場訪問例会 

中止→移動例会 

             1月 27日（水）   休会 

  川崎西北     1月全例会     休会 

             2月全例会     休会 

  川崎宮前     1月 12日（火）   休会   

             1月 19日（火）   休会 

             1月 26日（火）   第 4週につき 

例会なし 

  川崎鷺沼     1月 13日（水）   昼例会を中止 

             1月 20日（水）   昼例会を中止 

             1月 27日（水）   休会 

  川崎北       1月全例会     休会 

  横浜港北     1月全例会      休会 

             2月 4日（木）     休会 

             2月 11日（木）   休会 

  横浜南       1月 9日（土）〜  緊急事態宣言 

解除迄 

  横浜あざみ    1月全例会     休会 

  川崎大師     1月全例会     例会取消 

             2月 3日（水）    例会取消 

  川崎百合丘   1月全例会      例会中止 

             2月 2日（火）    例会中止 

  川崎麻生     1月全例会      例会中止 

             2月全例会      例会中止 

  川崎西       1月全例会      例会取消 

              2月 5日（金）    例会取消 

              2月 19日（金）   夜間例会を昼 

例会に変更 

  横浜南央      1月全例会      臨時休会 

              2月 2日（火）    臨時休会 

  川崎幸       1月全例会      例会取消 

              2月 5日（金）    例会取消 

  川崎         1月全例会      休会 

              2月 4日（木）     休会 

              2月 11日（木）    休会 

２． 会報受領  川崎 RC  回覧致します。 

３． 本日例会終了後、理事役員会を開催致し

ます。関係各位のご出席をお願い致します。 

お 祝 い ご と 

入会記念日 

廣山 宗一会員    萩原ひとみ会員 

叶野 聡会員   

会員誕生日 

廣山 宗一会員    長谷川俊雄会員 

島 利夫 会員     市川 実 会員 

細山勝三郎会員    野口 新二会員 

結婚記念日 

中山 武夫会員    内藤 幸彦会員 

配偶者誕生日 

伊藤 文治会員 正子様 

堀一 慶明会員 敬子様 

白井 正男会員 靖子様 

上原 伸一会員 美晴様 

伊藤 稔 会員 初美様 



朝倉 和信会員 恭子様 
 

 
卒寿（９０歳）のお祝い 

（長谷川 俊雄会員） 

 

 
会員誕生日 

市川 実 会員      野口 新二会員 
細山勝三郎会員     長谷川俊雄会員 
廣山 宗一会員  

卓 話 

 

第 2 グループガバナー補佐 細山勝三郎 

2020年〜2021 年度ガバナー補佐として

半年を振り返り  

あけましておめでとうございます。 

本年度は、緊急事態宣言を受けての会合の第１

回となりました。 

この事態を真摯に受け止めて活動を行なってい

かなければならないと思っております。 

 

さてガバナー補佐としての前半の活動について

卓話をします。 

ガバナー補佐としての初めての会合は、おととし

2019年 11月 7日でした。 

最初の会合は、顔合わせということで、横浜近く

で懇親会を開きました。 

吉田ガバナーと加藤地区幹事 そして神奈川東

ロータリークラブによる担当副幹事とガバナー補

佐７名の初顔合わせが始まりでした。 

それが第１回目です。 

 

今までの活動の中でのエピソードを、思いつくま

まにお話ししたいと思います。 

 

第１番目のエピソードです。 

ある時 食事中に突然加藤地区幹事から、電話

をもらいこれからガバナー補佐連絡会を開始す

るけどというものでした。 

全然連絡を受けていないし友人と食事をしてまし

たのでエエって感じで参加できない旨を話しまし

た、その後ガバナー補佐会合で同じようなことが

ありました。 

約束を守らない人だと思われたでしょう。 

その後に、ガバナー事務所からメールがありまし

て、私のメールアドレスが間違っていてごめんな

さいという事でした。 

加藤地区幹事にその旨お話ししましたが、加藤

幹事からとにかくガバナー事務所は、忙しくてん

やわんやという状態だと聞きました。 

本当に信用してくれたか疑問ですが。 

それからは、しっかりと連絡がついて、間違わず

出てます。 

加藤地区幹事は、スポーツジムを経営されてい

て、オリンピック選手も排出されているようなジム

だと聞いております、とても穏やかな方です。 

私としてのエピソードの一つです。 

 

第２番目、昨年の 6 月末には、新旧交代のご挨

拶に、前の洪ガバナー補佐との新旧交代の夜会

合に参加しました、結構 face to faceで楽しんだ

雰囲気でした。 

まだ昨年の 6 月末は、今のような状態ではなか

ったような記憶があります。 

その時に親しく話をしてくださる人がいて、楽しく



話していいました、随分とロータリーの事に熱心

な方だなーと思って楽しく話しておりました、後で

聞いたら、まだ未入会の方で、とにかくロータリ

ーに入会の前に、一生懸命お話をされてたので

しょう。 

7月度に入会されたと聞きました。 

非常に記憶に残る思いがあります。 

 

第３番目、あるクラブの会長さんは、コロナ対策

により以上に熱心で会合等も非常に厳しくされて

いると思いました。 

そんなに例会を、中止されなくてもいいのではな

いかと感じました。 

しかし、その方は、ある病院の事務長さんでした

なるほどと納得しました。 

 

第４番目、ガバナー訪問前の各クラブ協議会に

参加して感じたことです。 

各クラブについて、今まで自分が感じてた事とは、

各クラブ全く違う面を持っていることを、強く感じ

た事です。 

良い経験をさせていただいております。 

自クラブでは、その点やりにくさを感じたのも事

実ですが。 

 

第５番目、ガバナー補佐の方々の紹介です、ご

紹介します。 

第 1グループ 野中さん（川崎 R C 税理士の方

で、非常に忙しい方です） 

第 2 グループ 私（この中では私が、２番目に高

齢です あっという間に年は取るものだと今更な

がら思っております）」 

第 3グループ 三富さん（川崎高津 R C 今回の

I M担当グループ長で取りまとめに先頭に立たれ

た方です） 

第 4 グループ 桝崎さん（横浜東 R C ガバナー

のクラブが所属するグループ） 

第 5 グループ 下山さん（横浜南陵 R C 2 年続

けて補佐） 

第 6グループ 千田さん（横浜中 R C 金子 G地

区幹事 髭をはやし明治の大政治家の面持ち）  

第 7グループ 江上さん（横浜本郷 R C F A N C 

L取締役 活動家でアイデアマン）    

色々なキャラクターをお持ちの方がいらっしゃっ

て面白いです。 

 

第６番目 ガバナー訪問の時のエピソードですが、

ガバナーが腰痛があり、私が腰痛を克服したこ

とを話したところ、ぜひ紹介してもらいたいとのこ

とで、我がクラブのガバナー訪問時に、上原会員

にお願いし医師を紹介していただきました。 

その後 吉田ガバナーが、その医師診察を受け

たとき、ガバナーの御子息が小学校の父兄であ

ったという縁があったことがわかり、不思議な事

がある者だとびっくりいたしました。 

ちなみに、ガバナーの腰は手術しなくていいとの

ことでしたが。 

ガバナーはしてほしかったと言っておりましたが。 

 

第７番目、ガバナー公式訪問は、昨年 11 月 13

日のガバナー御自身のクラブ、神奈川東 R C で

終了しました。 

その時に招待されました時のエピソードです。 

いつもガバナーの運転手を務められた植田清司

さんが話始められた時に、ガバナーが一瞬ぐっと

込み上げているのを、見て感動しました。 

またクラブ全員が吉田ガバナーを支えている姿

に、なおいっそう感動するものがありました。 

素晴らしい人間愛だと感動しました。 

川崎中ロータリークラブも、ガバナー排出クラブ

としてできるクラブだと確信しております。 

素晴らしい人間愛のクラブにしていきたいと感じ

ております。 

第 8番目、I Mについて 

昨年 6 月にホストクラブが川崎高津ロータリーク

ラブに決まりその後、会合を重ねてきました。 

会場は、７００名の会場で高津市民館を予約しま

した。 

その後実行委員長が決まり、副委員長・司会・会

計・企画運営・会場委員会・登録受付委員会・記

録委員会等が決まり卓話者・会場・コロナの安全

関係・タイムスケジュール等々話をもみに揉んで、

最終的に 12 月 21 日に名札・プログラム全てが

出来上がり合計６回の打ち合わせを経て、全て

決定という段階でこのコロナ騒動でした。 

あとは実施だけというところまで来て、最初の議

題が、開催か延期か、中止かという議題になりま

した。 

I M はがバナー補佐の主催という事でしたので、

全ての 3 グループのガバナー補佐の意見を聞き、

中止ということに決定しました。 

その後、引き続き今までの計画の再度を内容確

認をした次第です。 

計画は全て出来上がっていました。 

このことを振り返ると、人生はプロセツが大事だ

ということ、そして人生には失敗がないということ

を気づかせてもらいました。 

このコロナ騒動がなければ気付かせてくれない

事だと思いました。 

このことで、人生は全て、出合とプロセスだと気

づかせていただきました、本当にロータリー蔵美

には、感謝しております。 

 

今後の 6 ヶ月間もこの出合とプロセツを大事にし



ていきたいと思います。 

このコロナを、恐れる事なく、しかし真摯に受け

止めて前向きに行動をしていきたいと思っており

ます。 

本年もよろしくお願いいたします。 

有難うございました。 


