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●本日の司会        （伊藤 満雄 SAA） 
 

 
 
 

●開会点鐘（小島 弘明会長・昭島 RC 鈴木 一昭会長） 
 

 
 
 

●国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 
 
 
 
 
 
 
 

ソングリーダー 岡野 景子会員 
 
 

 

●本日のお客様 
 

RI 第 2750 地区ガバナー  猿渡 昌盛様 

同地区幹事   金丸 清泰様 

多摩中グループガバナー補佐  村上 隆秀様 

多摩中グループグループ幹事  山崎 義晴様 
 

東京米山ロータリーE クラブ 2750 ファオジア・ディナ様 

米山奨学生   張季媛様 

●ホストクラブ会長挨拶   （小島 弘明会長） 
 

 先程、昭島中央 RC、昭島 RC そ

れぞれの会長、幹事、会長エレク

トと猿渡ガバナーで懇談会をさ

せていただきました。今年度はも

う 4 ヶ月が過ぎました。残り 8 ヶ

月のロータリーライフを楽しん

でいきたいと思いますので、皆様

よろしくお願いいたします。 
 

●新会員入会式 
 

 
 

    
中澤 紀之新会員     星野 明宏新会員 

 
 

●ニコニコ BOX発表  （荒川 義昭親睦委員長） 

 
 

◎伊藤会員 

合同例会を祝し 
 

○小島会長 

猿渡ガバナー、金丸地区幹事、村

上ガバナー補佐、山崎グループ幹

事、ご来訪ありがとうございます。 

2017 年（平成 29 年）10月 11 日（水） 

第 1351回例会報告 

 



○石岡幹事 

猿渡ガバナー、金丸地区幹事、村上ガバナー補佐、山崎グ

ループ幹事、ご来訪ありがとうございます。 

○荒川会員 

猿渡ガバナーのご来訪を祝して。 
 

○今藤会員 

猿渡ガバナーようこそお越し下さいました。 
 

○小山会員 

合同例会おめでとうございます 
 

○佐々木会員 

猿渡ガバナーご来訪ありがとうございます 
 

○下田安治会員 

合同例会とガバナー公式訪問を祝して 
 

○中野会員 

ガバナー訪問を祝して 

 

○本田会員 

ガバナーの御来訪を祝して 
 

○村野会員 

猿渡ガバナー訪問例会を祝して 
 

○渡邉会員 

猿渡ガバナーのご来訪に感謝して 
 

・岡野和弘会員 

合同例会を祝して 
 

・岡野景子会員 

合同例会を祝して 
 

・佐藤会員 

ガバナー公式訪問を歓迎して 
 

・鈴木会員 

合同例会を祝して 
 

・中村会員 

猿渡ガバナー様のご来訪に感謝いたします。 

合同例会を祝して。 
 

・西野会員 

猿渡ガバナーのご来訪に感謝して 
 

・曳地会員 

ガバナー来訪を祝って 
 
 

10 月結婚記念 

浅見会員・岩本会員・内藤会員・渡邉会員 
 

10 月誕生記念 

伊藤会員・小島会員・小山会員・若杉会員 

●卓話「ロータリー：変化をもたらす」 

     RI第 2750 地区ガバナー 猿渡 昌盛様 
 

講師紹介（小島 弘明会長） 

 本日の講師は、国際ロータリー第 2750 地区ガバナー猿

渡昌盛様です。所属は東京武蔵府中ロータリークラブで

す。メジャードナー、ベネファクター、ポール・ハリス・

ソサエティ、米山功労者マルチプルを取得されていらっ

しゃいます。 
 

卓話 

 私達ガバナーの務めは、イア

ン・ライズリーRI 会長の 1 年間の

思いや事業を、皆様にご紹介をし

て推進をするということです。ま

ずは1月にサンディエゴに研修に

行ってまいりましたが、外へ出る

ことが叶わないくらい忙しい研

修でした。本会議では、ロータリ

ーが世界中で知名度を上げるにはどうしたら良いかとい

う問題が出まして、皆で考えました。我々がポリオを撲滅

したらノーベル賞をもらえるのではないか、そうすれば、

もっと知名度が上がるのではないかという話も出ました。 

 RI 会長のテーマは「変化をもたらす」ですが、このマー

クは会長が草花が大変お好きで、ユーカリの葉やその他

草花を表したものだそうです。ロータリーは何かと問わ

れて、イアン・ライズリーさんは一言では答えられなかっ

たそうです。有意義かつ持続可能な奉仕によって、実現す

る方法、それによって定義されるのではないかというこ

とです。我々はなぜロータリーに入るのでしょう。1905 年

にポールハリスがロータリーを作ったとき、やはり友達

が欲しかったからと言っています。ロータリーで培う友

情、親睦はロータリーの重要な要素だと思います。また、

ロータリーで行う委員会事業を行ったときの、達成感、満

足感は友達を増やすと共に、自分の仕事にも活かされる

し、個人的な成長にも役立ちます。1 人の人間ではなかな

か出来ないことが、クラブ、地区、世界中のロータリーと

手をつなぐことによって、世界的になります。 
 

2017－18 年度 地区重点目標 
 

1. RI 会長テーマと RI 強調事項の推進 

RI 会長テーマ『ロータリー：変化をもたらす』 

RI 強調事項 

①ポリオ撲滅の達成 

②会員増強（意欲と思いやり、知恵にあふれた人材） 

③柔軟性のあるクラブ（活性化） 

④ロータリーの未来を担う若者たちの育成 
 

2. 地区強調事項 

①クラブと地区チームの連携を密にする 

②奉仕の実践と歴史、市民意識等を研究する 

③地区活動の取り組みに「戦略計画」を立てる 

④2020 年東京オリンピック・パラリンピックを支援する 

⑤クラブの情報交流を深めクラブの基盤維持を支援する 

⑥公共イメージ向上と広報活動を積極的に推進する 
 

3. 会員増強とクラブ基盤強化への支援 

①会員数の純増を 50 名以下のクラブは 1 名、51 名以上

のクラブは 2 名 

②女性会員の純増を 50 名以下のクラブは 1 名、51 名以

上のクラブは 2 名 



③40歳未満の会員の純増を会員が 50名以下のクラブは 1

名、51 名以上のクラブは 2 名 
 

4. ロータリー財団への支援 

①前年クラブの実績より 10％アップの目標設定 

②年次基金 会員 1 名、150 ドル以上 

③ベネファクター（恒久基金への寄付が 1,000 ドルに達

する寄付者） 

会員 99 名以下のクラブは 1 名以上、会員 100 名以上のク

ラブは 2 名以上 

④ポリオプラスへの寄付 1 クラブで 1,000 ドル以上 

⑤大口寄付者 

レベル 1（寄付累計額が 10,000 ドルに達する寄付者）～

地区で 10 名以上 

レベル 2（寄付累計額が 25,000 ドルに達する寄付者）～

地区で 2 名以上 

⑥地区補助金、グローバル補助金を活用したプロジェク

トの立案、実行 
 

5. 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会への支援 

地区として、特別寄付と普通寄付を合わせて 1 億円 

会員一人当たり 20,000 円以上 
 

質疑応答 

佐々木 稔郎会長エレクト 

 今日は大変参考になるお話をどうもありがとうござい

ました。 

現在、世界では大変貧困が多いのですが、日本の子供達も

6 人に 1 人が貧困で、シングルマザーにおいては、4 人に

1 人が貧困です。食べるものにも困っている子供がたくさ

んおります。ロータリーにおいて、是非、委員会や財団を

作ってそのような問題に取り組んで欲しいと思いますが、

いかがでしょうか。 
 

猿渡 昌盛ガバナー 

 貧困対策については、今、千代田グループの芝ロータリ

ーの村上前会長が、個人的にも貧困問題を問題視されま

して、貧困問題の研究会を開いていらっしゃいます。私も

2 回参加しましたが、国内の問題として我々が知らなかっ

たこともありました。母子家庭、貧困家庭などを支援する

施設が国内にたくさんありまして、そのようなところに

支援ができないかと研究会を開いております。バギオも

そうでしたが、1 人の提唱者からクラブに伝わり、クラブ

から全国に伝わったという経緯があります。1 人では出来

ませんので、これを全国に広げる努力をしておりますが、

ご興味がありましたら、参加をしていただき、クラブから

発信をして大きな力にしていただければと思います。 
 

謝辞御礼（昭島 RC鈴木 一昭会長） 

 本日は、曇天のなかこの昭島の

地に、公式訪問としてお出でいた

だき、大変ありがとうございます。

先程、変化をもたらすということ

で、それを受けて、地区の重点目

標を大変分かりやすくご説明し

ていただきました。この昭島の地

の特性は水でございます。東京で

美味しい水のベスト 10 に入ったそうです。東京昭島ロー

タリークラブと東京昭島中央ロータリークラブは、お互

い、人、形、色、違いますけれども、昭島という絵を描く

ときには、調和の取れたバランスの良い絵になっている

という関係でございます。公式訪問も半分が過ぎた頃か

と思いますが、お身体の健康に注意して、無事ゴールして

いただければ幸いに存じます。 
 
 

●閉会点鐘         （小島 弘明会長）

 

   

 

ガバナー懇談会 

   


