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小倉 正様：本年度ガバナーを拝命しました横浜ロー
タリークラブの小倉正と申します。本日は
公式訪問にお伺いさせて頂きました。貴ク
・第 2590 地区ガバナー 小倉 正様（横浜 RC）
ラブの皆様のご支援とご協力を頂き、地
・第 2590 地区第 2 グループガバナー補佐
区 53 クラブの益々の発展の為に努力し
市川 功一様（川崎中原 RC）
てまいります。よろしくお願い致します。
・第 2590 地区副幹事 鈴木 秀行様（横浜 RC）
市川 功一様：本日はガバナーの公式訪問のお供で
・川崎中原ロータリークラブ パスト会長
お伺いしました。よろしくお願い致します。
小林 正樹様
鈴木 秀行様：本日はガバナー公式訪問に同行致し
・川崎中原ロータリークラブ 河西 俊市朗様
ました地区副幹事の鈴木と申します。よろ
しくお願い致します。
今後のプログラム予定
小林 正樹様：本日はガバナー公式訪問例会にお伺
いさせて頂きました。勉強させて頂きま
8月
プログラム名
す。
河西 俊市朗様：中原 RC 一年生です。本日は初め
8 月 10 日
休 会
て参加させて頂きます。よろしくお願い致
します。
8 月 17 日
休 会
貝田 充会長・原幹事：国際ロータリー第 2590 地区
ガバナー小倉正様・第 2 グループガバナ
ー補佐市川功一様・第 2590 地区副幹事
出 席 報 告 鹿島 義久出席委員長
鈴木秀行様本日はお越し頂き誠にありが
とうございます。一年間ご指導の程、よろ
会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率
しくお願い申し上げます。
4名
欠5名
金子 利昭副会長：国際ロータリー第 2590 地区小倉
正様公式訪問よろしくお願い致します。ま
43 名 39 名 対象外 97.50％ 対象外 MU0 名 92.68％
た地区副幹事鈴木秀行様・第 2 グループ
（3）

（3）

ガバナー補佐市川功一様この一年よろし
くお願い致します。
小林 敏伸会員：ガバナーをお迎えして。
野口 新二会員：小倉ガバナー様一年間ご教授ご指
導よろしくお願い致します。
細山 勝三郎会員：小倉正ガバナー本日はありがとう
ございます。本年度よろしくお願い致しま
す。
内藤 幸彦会員：小倉地区ガバナー様お暑い中公式
訪問ご苦労様です。楽しみに卓話拝聴さ
せて頂きます。オリンピック観ていますと
世界の平和と健康が本当に大切だと実感
しています。
川口 禮敬会員：ガバナーをお迎えして。
廣山 宗一会員：ガバナーをお迎えして。本日はよろ
しくお願い致します。
中山 武夫会員：小倉ガバナーをお迎えして。
渡邉 新治会員：小倉ガバナー・市川ガバナー補佐・
地区幹事様ご訪問ありがとうございます。
よろしくお願い致します。
井上 裕司会員：小倉ガバナーには、ご多忙のところ
公式訪問ありがとうございます。今後のご
活躍をお祈り申し上げます。
冨岡 昭一会員：国際ロータリー第 2590 地区ガバナ
ー小倉正様・ガバナー補佐市川功一様、
本日は、ご指導の程よろしくお願い致しま
す。
伊藤 稔会員：小倉ガバナーをお迎えして。本日はよ
ろしくお願い致します。
叶野 聡会員：小倉正ガバナー・市川功一ガバナー
補佐、本日はよろしくお願い致します。
堀一 慶明会員：ガバナー公式訪問ご苦労様です。
伊藤 文治会員：台風 8 号が北にそれて良かったで
す。
鹿島 義久会員：本日は 2590 地区ガバナー公式訪
問例会に小倉正様よろしくお願い致しま
す。
上原 伸一会員：ガバナーをお迎えして。
白井 正男会員：本日は小倉正ガバナー公式訪問で
す。ご指導の程よろしくお願いします。
萩原 ひとみ会員：本日は小倉正ガバナー様公式訪
問ありがとうございます。卓話こぼれ話楽
しみに拝聴させて頂きます。どうぞよろしく
お願い致します。
小丸 日出夫会員：今年度ガバナー小倉正様、本日
は公式訪問で当クラブへお出で頂き誠に
ありがとうございます。ご指導よろしくお願
い致します。
小島 徹会員：第 2590 地区ガバナー小倉正様、本日
はお忙しい中ありがとうございます。ご指
導よろしくお願い致します。
島 利夫会員：小倉ガバナーよろしくお願い致します。
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50,000 円
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貝田 充会長

地区より 2020-21 年度ロータリー米山奨学事
業への地区目標 達成のお礼状が届いてお
ります。詳細は回覧致します。
地区より 7/8 開催のクラブ活性化セミナーに
ついてのお礼状と資料が届いております。回
覧致します。
ハイライトよねやま 256 が届いております。回
覧致します。
タウンニュース中原区版に新年度役員の記
事が掲載されております。回覧致します。
地区より第 19 回全国囲碁大会のご案内が届
いております。
日 時：10 月 2 日（土）10：00〜16：00
場 所：東京・市ヶ谷 日本棋院本院 詳細
は回覧致します。

幹 事 報 告

原 敏之幹事

１．
例会変更
川崎高津 7 月 29 日（木） 第 5 週につき例会なし
8 月 12 日（木） 休会
8 月 26 日（木） 通常夜間例会 点鐘
18：00 ホテル KSP 3F
川崎宮前 8 月 3 日（火） 休会
8 月 17 日（火） 休会
（8/10 お盆週につき例会なし／8/24・31 第 4・5 火
曜日につき例会なし）
川崎
7 月 29 日（木） 例会取消
8 月 5 日（木） 例会取消
8 月 12 日（木） 例会休会
8 月 19 日（木） 例会取消
川崎とどろき 8 月 9 日（月） 休会
8 月 16 日（月） 休会
8 月 23 日（月） 休会
川崎百合丘 7 月 27 日（火） オンラインによる例会
（予定） 点鐘 13：00
２．
次週 8/3 は例会終了後、理事役員会を開
催いたします。関係各位のご出席をお願
い致します。
３．
＜8 月の予定＞
8/3 通常例会 例会終了後、理事役員会
開催
8/10 休会
8/17 休会
8/24 通常例会
8/31 通常例会

ガバナー公式訪問卓話
【ご紹介】第２Ｇガバナー補佐 市川 功一 様

川崎中ロータリークラブ

公式訪問

2021-22年度 RI会長テーマと地区方針について
国際ロータリー第2590地区
ガバナー 小倉 正（横浜RC）
令和3年７月２７日

国際ロータリー第2590地区

ガバナー 小倉 正（横浜RC）

2021-22年度 RI会長
シェカール・メータ（カルカッタ‐マハナガルRC）

職業分類：公認会計士

〔略歴〕
○
○
○
○
○

1943年12月 8日生
1966年 慶應義塾大学 商学部卒
1968年 プライス ウオーターハウス会計事務所 入所
1974年 小倉会計事務所 入所
1983年 同所 所長に就任 現在に至る

〔 公職歴 〕

○ 公益財団法人 日本ゴルフ協会 顧問（現）
○ 一般社団法人 関東ゴルフ連盟 監事（現）
○ 社会福祉法人 青い鳥 監事（現）

2021-22年度 RI会長テーマ
〔ロータリー歴〕
○
○
○
○
○
○
○

1986年10月14日 横浜ロータリークラブ入会
1998-99年度
地区会計
1999-00年度
地区監査委員長
2008-09年度
地区財務委員長
2009-10年度
地区監査委員長
2015-16年度
地区監査委員長
2017-18年度
横浜ロータリークラブ会長

〔寄付認証〕
ベネファクター、ＭＰＨＦ、ポール・ハリス・ソサエティ
功労者マルチプル

世界の会員数を2022年7月までに130万人に

「each one, bring one」
各ロータリアンが新会員一人を入会させましょう

次年度の焦点は「女子のエンパワメント」です

１．ロータリーの目的に沿った
魅力あるクラブ創りに取り組みましょう
・ロータリーの原点である親睦と奉仕を基本に、
各クラブに最もふさわしいクラブ創りを目指しま
しょう。
・戦略計画／長期計画を再調整し、それを遂行しま
しょう。
・会員の積極的な参加を促せるようなクラブ運営を
目指しましょう。

世界各地で７つの重点分野に焦点を当てた
7回のRI会長主催会議を開催

・ロータリーの目的にある職業奉仕の高い倫理観と
は、とりもなおさず企業や組織の
CSR（Corporate Social Responsibility）
であり、これは職業奉仕に他なりません。
・新会員、若年会員、女性会員とのつなが
りを築く機会を提供し、ロータリーの大きな強み
を生かしましょう。
地区ではそのようなクラブの取り組みを支援し
ていきます。

「ロータリー奉仕デー」
への参加を呼びかけましょう

２．会員基盤の充実と強化をしましょう

会員増強が最大の課題でありますので、従来にない
職業、女性、若い世代の入会を促進しましょう。

当地区は女性比率が低いので
特に重点をおく必要があります。

３．奉仕プロジェクトの充実を図りましょう
2021-22年度

地区方針

″クラブ基盤のさらなる充実強化”
～ 会員の増強こそが最大のサービス（奉仕）～

各クラブにあった奉仕プロジェクトの充実を
お願い致します

４．ロータリー財団と米山記念奨学事業に対する
ご理解と寄付に協力しましょう。
ロータリー財団の寄付目標
・年次基金への寄付 一人当たり150ドル以上
・恒久基金への寄付

1,000ドル以上の寄付者

30名未満のクラブ
2020-22年度に1名以上
30名以上50名未満のクラブ 1名以上
50名以上のクラブ
2名以上
・ポリオプラス基金への寄付
一人当たり30ドル以上

４．ロータリー財団と米山記念奨学事業に対する
ご理解と寄付に協力しましょう。

ロータリー米山記念奨学会への寄付目標
・普通寄付

一人当たり

5,000円以上

・特別寄付

一人当たり

20,000円以上

合計

一人当たり 25,000円以上

５．公共イメージと
ロータリーの認知度の向上を図りましょう

６．IM（インターシティミーティング）
を開催しましょう

変動する時代を踏まえたロータリーのあり方

を考えるIMを開催しましょう。

会員増強についてのお願い。今年度は、２５９０地区
のクラブ数が 55 から 53 になり会員数も１９００人を
割りました。皆様には、ぜひご協力をお願いしたい。
そして退会防止しのために新会員のフォローアップを
お願いします。
そして、｢きょうよう｣と｢きょういく｣が大事だと
いわれます。今日すべき用事｢今日用(きょうよ
う)｣があり、今日行くべき所｢今日行(きょうい
く)｣が必要という意味です。自宅に閉じこもるこ
となく、｢今日用｣と｢今日行｣を実現するために、
ロータリーの例会に参加してください。

７．My ROTARY
の登録率を向上させましょう

当地区の登録率
26.69％

貝田 充会長より小倉 正ガバナーへ花束の贈呈。
８．ロータリー賞（クラブ対象）
に挑戦しましょう

「My ROTARY」から
「ロータリークラブ・セントラル」を開き
「目標設定・確認センター」で
目標の設定と達成の報告を行います。

ご清聴ありがとうございました

