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ガバナー公式訪問 
●司会……廣瀬ＳＡＡ  

●点鐘……山口幸太会長 

●ロータリーソング   瀧上ソングリーダー 

「4つのテスト」 

○本日のメニュー   和食 
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地区幹事   小林和雄様 （川崎南 RC） 

第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 渡辺雅夫様 (川崎中央RC) 

 

Ｒ財団奨学生   東元真凜様 
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青本栄太郎様 
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小栗直士様 

 

 

 

高後出席委員長 

 

 

 

川崎中央ロータリークラブ 

WEEKLY 
 

オブザーバー 

 会員数 
出席 
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1634回 45 44 31 13 70.45   
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山口幸太会長 

 

ガバナー公式訪問にあたり、Ｒ財団、米山記念奨学会へ 

記念寄付を送ります。 

 

 

     

ガバナー 志村雄治様 

 
 志村ガバナー様よりＲ財団奨学生の東元真凜さんへ

フランスのRCへのお土産をを授与していただきまし

た。 

                 

 

山口幸太会長 

 

今日は、双子のゴルファー岩井姉妹の活躍から双子に

ついてお話させていただきます。 

双子で生まれた場合、どっちが上になるのか。 

昔といっても、明治時代初期までの話なのですが、

これも全国一律のものではありませんでした。 体

格の大きいほう、あるいは、先に生まれたほうを

兄（姉）とする慣習も併存していたといいます。 今

と違って、当時はどちらを兄（姉）にするかに法の

定めはなく、その土地ごとの慣習でもって決めて

いたのです。 その慣習は、産婆(さんば 

)の妄説(もうせつ)に由来していたと思われます。 

兄（姉）は先に母の胎内に入り奥にいるため後か

らでてくるはず。 弟（妹）は兄（姉）を守るため、先

に露払いとして出てくる 兄（姉）を決める確かな根

拠があるわけでもないですから、なんでもいい、も

っともらしい理由づけが欲しかったのでしょう。 

1874年（明治7年）12月13日、「双子の場合は、先

に生まれたほうを兄・姉とする」という太政官指令

が出されました。 それまでの、慣習による兄（姉）

の決め方を法によって全国一律に統一したので

す。 しかし、長年の慣習はすぐには変えられなか

ったようです。 たとえば、以前マスコミ各社で大き

く取り上げられた1892年(明治25年)生まれの可愛

い名古屋のおばあちゃん双子「きん（金）さんぎん

（銀）さん」は、後に生まれた「きん（金）さん」が姉

で、先に生まれた「ぎん（銀）さん」が妹になって 

いました。 こういう事例はまだまだ多かったので

しょう。 

昭和23年1月1日に新しい戸籍法が施行(しこう)さ

れました。 これ以降は全国一律に、 

双子は出生の届出に記載された出生の年月日時

分に基づいて、先に生まれたほうが兄 

（姉）、後から生まれたほうが弟（妹）として戸籍に

記載されるようになりました。 

 

 

 

 

坂本将平幹事 

◎ 例会変更のお知らせ   

  ありません。 

◎ 週報を送ってくださったRC 

     ありません。 

◎ 本日の配布物 

     会報 8/8分 

  

 

 

和田青少年奉仕委員長 

8月19日(金)クラブ青少年奉仕委員長会議に出席し

た際の報告がありました。 

 

森川社会奉仕副委員長 

11月4.5.6日に川崎市民まつりが開催します。 

クラブとして出店をすることにしました。 

皆様のご協力をお願いいたします。 

 

 

 

坂本竜麻副会長 

 
国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ  志村雄治様  

…ガバナー公式訪問で伺いました。よろしくお願い

致します。 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区地区幹事 小林和雄様  

…青木副幹事、渡辺ガバナー補佐には地区で大変お

世話になっております。本日はガバナー公式訪問に

伺いました。よろしくお願い致します。 

第1Gｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 渡辺雅夫様 (川崎中央RC) 

     …本日は志村雄治ガバナー公式訪問に同行し

て参りました。山口会長年度も順調に2カ月近

くを過ぎました。クラブにとって良い一年に

なるように頑張りましょう。 

記念寄付進呈 

Ｒ財団奨学生への

贈呈 

会長報告 

幹事報告 

委員会報告 

スマイルレポート 
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山口会員……本日は志村ガバナー、小林地区幹事、渡辺ガ

バナー補佐ようこそいらっしゃいました。本

日は宜しくお願い致します。 

坂本(将)会員…皆様こんにちは。 

本日は志村ガバナー、渡辺ガバナー補佐、小

林地区幹事ようこそいらっしゃいませ。本日

はよろしくお願い致します。 

川島会員……①志村ガバナー宜しくご指導ください。 

②皆様残暑お見舞い申し上げます。 

関 会員……本日は志村ガバナー、小林幹事ようこそ！連

日ご苦労様です。 

森本会員……ガバナーようこそ❕ 

青木会員……志村ガバナー、小林幹事ようこそいらっしゃ

いました。本日はよろしくお願い致します。 

中村(紀)会員…志村ガバナーようこそ。 

よろしくお願い致します。 

森川会員……志村ガバナー、小林地区幹事様ようこそいら

っしゃいました。本日はよろしくお願い致し

ます。 

石川会員……志村ガバナー、小林地区幹事、本日はよろし

くお願いします。 

木村会員……①志村ガバナーようこそいらっしゃいまし

た。本日はよろしくお願い致します。②本日

は川崎ビックの青本社長をゲストにおいで

いただきました。よろしくお願い申し上げま

す。 

佐野会員……志村ガバナー本日はよろしくお願い致しま

す。 

伊藤（弘）会員…18日に急激なふくつうにおそわれ、我慢

の限界を超えて救急車のお世話になりまし

た。検査の結果尿道結石が出来て腎臓がパン

パンに膨らんでいました。とにかく水分をい

っぱいとっています。皆様も水分をたっぷり

とって下さいね。ビールではながせませんよ

‼ 

安東会員……志村ガバナーようこそいらっしゃいました。

ご指導のほどよろしくお願い致します。地区

ゴルフよろしくお願い致します。 

牧島会員……孫娘が私の両親に会いたいと言うので明日

から4泊5日で北海道に行ってきます。 

石田会員……しのぎやすいですね。甲子園は山口と宮城決

勝ですね。フロンターレは勝ち4位5点者まだ

いけます！本日志村ガバナー渡辺ガバナー補

佐、ご指導よろしくお願い申し上げます。 

萩原会員……志村ガバナー、小林地区幹事、渡辺ガバナー

補佐ご来訪ありがとうございます。 

卓話よろしくお願い致します。 

長島会員……志村ガバナー様、お越し頂き有難う御座いま

す。卓話楽しみにしております。 

林 会員……本日はガバナー公式訪問ありがとうござい

ます。よろしくお願い致します。 

和田会員……まだまだ暑い日が続きますね。 

志村ガバナーお話を楽しみにしております。 

関根会員……志村ガバナー来訪ありがとうございます。本

日はよろしくお願い致します。 

中村(幸)会員…息子出演する‼浅田真央アイスショー前半

公演完売し最高売り上げだそうです。 

瀧上会員……志村ガバナーの卓話楽しみにしてきました。

8月は休みがゼロでした。今週末からお休み

とります。 

坂本(竜)会員…志村ガバナー小林幹事本日はよろしくお

願い致します。 

財団奨学生の東元さん頑張って行ってきて下

さい。 

 

 
 

 

 

 

ガバナー公式訪問 
国際ロータリー第2590地区      

ガバナー 志村雄治様 

 

 〔略歴〕 

○1950年3月4日生 

○1972年慶應義塾大学商学部卒 

○2010年聖徳大学大学院･児童学部博士課程(前期)終了 

○1979年白山幼稚園園長に就任 

○1981年学校法人志村学園理事長に就任（至現在） 

○2005年横浜高等教育専門学校非常勤講師（至現在） 

〔公職(現職)･賞暦〕 

○公益社団法人神奈川県私立幼稚園退職基金財団理事 

○公益財団法人幼少年教育研究所理事 

○神奈川県私立学校教育功労者(2013) 

神奈川県･県民功労賞(2015) 

文部科学省･教育者表彰(2017) 

瑞宝双光章（2020・秋） 

〔ロータリー歴〕 

○1979年1月川崎日吉RC入会（88-89,07-08年度会長） 

○2011年11月川崎南RC入会(合併により) 

○1991-92年度地区ローターアクト委員長 

○2003-04年度地区インターアクト委員長 

○2004-05年度第１Ｇガバナー補佐 

○2006-07年度地区新世代育成(現青少年奉仕)委員長 

○2008-10年度地区世界平和フェローシップ委員長 

○2011-13年度地区ロータリー財団委員長 

○2017-21年度ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ｿｻｴﾃｨ(PHS)ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

Ｒ財団メジャードナー、ベネファクター、ＭＰＨＦ、ポ

ール・ハリス・ソサエティ会員、 

米山功労者マルチプル 

 

1634回 26件 44,000円 累計 136件 259,000円 

卓 話 
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2022-23年度ガバナーテーマ： 

「ロータリーの再生」－新たな挑戦－ 

 

1. 魅力あるクラブ創りに向けて、新たな挑戦をし

ましょう。 

・親睦と奉仕というロータリーの原点を踏まえ、各

クラブの特長を活かした楽しく充実したクラブ

創りに挑戦しましょう。 

・各クラブに見合った戦略計画/長期計画への見直

しとその遂行に務めましょう。 

・会員の積極的な参加と行動を促すクラブ運営に取

り組みましょう。 

・ロータリーの特長であり大きな強みは職業奉仕に

あります。新会員、若年会員含め皆がつながりを

築く機会を提供し、この強みを生かしましょう。  

（地区では新会員交流会及び職業交流会を実施

予定です） 

・ロータリーの多様性・公平さ・インクルージョン

（ＤＥＩ）について理解し、各クラブ、地区で

今後の取組みについて考え、行動しましょう。 

2. 会員基盤の拡大･強化に挑戦しましょう 

・会員増強が引き続き最大の課題です。職業分類を

見直し、女性の比率を上げ、若い世代の入会にも

積極的に取り組みましょう。 

 

3. 青少年奉仕活動の充実に向けて新たな挑

戦をしましょう 
・インターアクトクラブ卒業生を中心にした8名以

上で結成できる「衛星クラブ」を 

創立しましょう。そしてＳＤＧＳ等の活動をしま

しょう。 

・ローターアクトクラブも「衛星クラブ」結成を目

指して、様々な活動をしましょう 

・青少年交換は、危機管理をしっかり行って2022-23

年度に2～3名の派遣学生を募集し、2023-24年度

からのプログラム再開をめざしましょう 

4. 各クラブにあった新しい奉仕プロジェク

トに挑戦しましょう 
・「イマジン・ロータリー」というＲＩ会長テーマ

の下、未来に向かった奉仕プロジェクトを実施し

ましょう。 

 

 

 

5. 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をお願いします 
【ロータリー財団の寄付目標】 

〇年次基金寄付 一人当たり１５０ＵＳドル以上 

〇恒久基金寄付（ベネファクター１名相当の寄付額

は1,000ＵＳドル） 

３０名未満のクラブは2022-24年度の間で１名

（1,000ＵＳドル）以上 

３０名以上５０名未満のクラブは１名（1,000ＵＳ

ドル）以上 

５０名以上のクラブは２名（2,000ＵＳドル）以上 

〇ポリオ・プラスへの寄付一人当たり３０ＵＳドル

以上 

○ポール・ハリス・ソサエティーの会員を地区とし

て60名以上 

【ロータリー米山記念奨学事業への寄付目標】 

〇普通寄付 一人当たり5,000円以上 

合計 

〇特別寄付 一人当たり20,000円以上 

6. ロータリーの公共イメージ向上を図りま

しょう 
・ロータリーを理解し、ともに行動する人々を増や

していくためにも、積極的に活動し、ロータリー

の認知度向上に努めましょう。 

7. 会員交流会（新会員交流会・職業交流会）

に参加しましょう 
・変動する時代を踏えたロータリーのあり方を考え

る場にしたいと思います。是非参加しましょう。 

8. マイロータリーに登録しましょう 

・マイロータリーへの登録により、各種手続きや記

録の確認がオンライン上で行えるのみならず、

様々なロータリー情報に触れ、研修の機会も得る

ことができます。 

9. 2022-23年度ロータリー賞（ロータリーク

ラブ対象）に挑戦しましょう 
・必須事項を確認の上、各クラブで実施可能な活動

項目を検討し、ロータリー賞に挑戦しましょう。 

 

 

今週の担当者         森本会員 

写真            熊野会員 
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