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●

司会……森川友生男ＳＡＡ

●

点鐘……渡部典行会長

●

ロータリーソング……佐野ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ
「我等の生業」

○

本日のメニュー

栁町出席委員長

和食

ビジター紹介

本多親睦活動委員長
（川崎ＲＣ）
（川崎ＲＣ）

渡部会長指針『

山根三郎 様
中山紳一 様

会員数

出席
該当者

出席者 欠席者

ホーム
クラブ

1524 回

38

37

30

7

81.08

1522 回

38

36

28

8

77.77

メイク
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前々回
修正

』

会長報告

渡部会長
・ 地区研修協議会、参加の御礼が川崎大師ＲＣより
届きました。
・ 2 0 1 9 -2 0 年度 地区大会第 2 回実行委員会
5 月 20 日 （月） 本日 15：00～17：00
ぴおシティ 6 階 さくらリビング 第 1 研修室
石川会長エレクトと、
登録委員会担当として、渡辺雅夫さん、山口次期
幹事の 3 名が出席予定です。
交通委員会の担当に、栁町さんがなってくれまし
たが、本日の会合には欠席です。
地区大会までよろしくお願いいたします。
・ 本日は、クラブ研修があります。ご出席の皆様よ
ろしくお願いいたします。

幹事報告

安東仁志幹事
◎

◎

◎

例会変更のお知らせ
川崎マリーンＲＣ
６月 13 日(木）～14 日(金）期末一泊移動例会
週報を送ってくださった RC
川崎南ＲＣ・新川崎ＲＣ・
川崎とどろきＲＣ・川崎中ＲＣ
本日の配布物
5/13 の会報
委員会報告

伊藤康人研修委員長
本日、第１回５月２０日（月）13:45～14:45
場所： サンピアンかわさき 4F 第 2 会議室に変更
テーマ： 『ロータリーの基礎と活動、及び、
川崎中央ＲＣの歴史について』
本多親睦活動委員長
5/27 グルメ例会 横浜 ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ
2 次会もありますので、ご参加ください。

スマイルレポート
山口副会長
山根三郎様…お久しぶりにお世話になります。
(川崎 RC)
渡部会長指針『

中山紳一様…令和最初のメイクアップに伺いました。
新時代もよろしくお願いいたします。
(川崎 RC)
渡部会員……①マルケス フリオ セサル様本日の卓
話よろしくお願いします。
②地区大会の会議に参加する委員長の方、
皆様よろしくお願いします。
安東会員……マルケス フリオ セサル様、本日の卓
話よろしくお願い致します
川島会員……Mr.マルケス卓話楽しみにしております。
関 会員……中山副会頭、山根さんようこそ。
増山会員……中山副会頭ようこ！これからも会議所の
サービス部会の運営よろしくお願いしま
す。
森本会員……よろしくお願いします。
松本会員……マルケスさん、勉強させていただきます。
青木会員……①今日の研修会よろしくお願い致します。
②山根さんようこそいらっしゃいました。
中村会員……①フリオさんようこそ卓話楽しみです。
②中山副会頭ようこそ。
森川会員……皆様こんにちは。本日マルケスさんよろ
しくお願い致します。
後藤会員……本日はフリオ様のお話を楽しみにしてお
ります。
伊藤(康)会員…マルケス フリオ セサル様
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
楽しみです。
野口会員……日本の状況が見えるかな？
フリオ様卓話楽しみです。
石川会員……①昨日一週間遅れの母の日を娘夫婦に中
華街でお祝いして頂きました。おいしか
ったです。
②本日の卓話、マルケス フリオ セサ
ル様よろしくお願い致します。
木村会員……マルケス フリオ セサル様、本日の卓
話、興味深くお聞きしたいと思います。
よろしくお願いします。
飯島会員……皆様こんにちは。来週のグルメ例会はお
通夜が入ってしまい、参加できなくなっ
てしまって残念です。一泊移動例会は参
加します。楽しみです。
阿野会員……マルケス フリオ セサル様本日はよろ
しくお願いいたします。外を歩いていて
気持ちよい季節になりましたね。
私は連日の家族サービスでヘロヘロです。
伊藤(弘)会員…①マルケスさん卓話よろしくお願いし
ます。
②最近は毎朝 30 分ほど、娘を連れて散歩
に行っていますが、鳩にパンをやるのが
娘のマイブームになっています。パンを
まいては、近づいてくる鳩を「ポッポ、
ポッポ」と追い掛け回しています。
牧島会員……本日のフリオの話楽しみです。

奉仕活動と親睦活動を通じ、会員同士の誇りと絆で愛されるロータリークラブを作る

』

本多会員……屋久島の豪雨に箱根山の警戒レベル 2 な
ど、週末自然災害のニュースがありまし
た。一泊移動例会は安全に配慮して観光
しますので、どうぞご安心くださいね。
小又会員……今日は検査があり、早く帰ります。身体
ではなく物件です。
栁町会員……マルケス フリオ セサル様
本日の卓話よろしくお願い致します。
細谷会員……マルケス フリオ セサル様
本日の卓話よろしくお願い致します。
卓話楽しみです。
長島会員……本日、伊藤康人様、青木様、松本様、新
会員ＲＣ研修会よろしくお願いします。
ロータリークラブの会員として学びさせ
て頂きます。
上原会員……みなさま大変ご無沙汰しております！私
事ですが、4 月に念願の（？）川崎市民
になりました。今後ともよろしくお願い
致します。

簡単な自己紹介：
‐国
アメリカ
‐故郷
ニュージャージー州出身。
‐来日の理由や専攻 日本の文化と歴史が好きだった
ので、興味あった。
英会話の職を得て来日
‐家族
アメリカ人の父・エクアドル人の母
奥様は韓国人
‐語学力 →色々な人の考え方を理解したかったから
（おすすめです！）
‐日本に残りたいけど、将来が不安

I.日本の現状：国際競争に淘汰される危機
山口会員……マルケス フリオ セサル様
本日の卓話よろしくお願い致します。

‐日本が抱えている社会問題と皆様への影響
（少子化・高齢化・人手不足や人材不足）

1524 回 28 件 35,000 円 累計 618 件 1,028,500 円

‐国内市場だけでは生き残らない →人口が減少してい
るから
‐縮んでいる市場のシェアの取り合いは無意味

卓

話

‐このまま続くと競争力が失われ、企業が淘汰されて
いく

日本のポテンシャル：
絶えず変化する世界で
成功を掴むために
マルケス

フリオ

セサル様

日本のインフラ設備は優れており、維持管理も特筆
すべき、アメリカでは、銃乱射事件等の不安事件が
あるが、日本にはない。

II. 問題解決のための一つのカギ：苦手意識を
克服し、国際競争力を身につける

皆様はお忙しいかと思いますので、できるだけ簡潔に
‐隣国に負ける可能性がある
お話させて頂きたいと思います。 宜しくお願いします。

警鐘が鳴っている
渡部会長指針『

‐型にはまらないこと：従来のやり方だと従来の結果
しか期待できない
(think outside the box)
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‐新市場開拓が大事→海外市場に目を向け
‐外国とビジネスをするために必要なのは
コミュニケーション力
‐外国人と共同事業をすると新しいアイディアに触れ
る機会が増える
‐コミュニケーション力を高めると意見交換などがで
きるようになる
‐新しいアイディアが湧きやすくなる
‐自信が持てるようになる
‐世界を相手に戦えるようになる

III.チャンス
‐リスク回避より大胆さ
‐新しいことに挑戦する
‐イノベーションを作り出す
成功するまで続けること。失敗で終わらせなけれ
ばチャンスがくる。
リスクを取り、視野を広げて挑戦すること。
*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

■研修会プログラム
第１回 ５月２０日（月） １３：４５～１４：４５
（通常例会終了後）
場所： サンピアンかわさき ４階 第２会議室
テーマ： 『ロータリーの基礎と活動、及び、
川崎中央ＲＣの歴史について』
【タイムスケジュール】 （進行役：伊藤（康））
会長挨拶 ・・・渡部会長
１．『ロータリーとは（歴史・目的・組織、他）』
・・・青木会員 （２０分）
２．『川崎中央ＲＣの歴史認識』
・・・松本会員 （２０分）
３．『ロータリーの行事・活動について』
・・・松本会員、青木会員 （２０分）

会報委員

卓話予定

令和元年５月 27 日(月)

グルメ例会
ホテルニューグランド タワー棟 5 階
パノラミックレストラン ル・ノルマンディ

今週の担当者

牧島

聡

阿野

順一

石田 幸兒

伊藤

弘志

川島

光

後藤

雅晴

伊藤弘志会員
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