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来訪ロータリアンのご紹介
川崎中央ロータリークラブ
８月入会祝い
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三枝子様
直輝親睦委員長

会員の誕生祝い
先日ご逝去されました
船山 昭三会員が87歳のお誕生月でした。
鈴木 幹久会員
野澤 隆幸会員
船木 幸雄会員

平成27年8月5日

－晴れ－

会長報告

竹田

正和会長

猛暑から酷暑ということで熱中症になられて救急車で
搬送されているか非常に多いときいております。我が大
師クラブのメンバーはそういうことにならないように是
非気をつけて頂きたいと思います。ニコニコにも書きま
したが熱中症対策の第1は野外に出ている時は首、後頭
部の下を陽にさらさない。
うちの父親もそうでしたが、兵隊さんがピロピロと帽
子につけていたあれがいいようですね。こまめに水分を
補給する。島岡さんは山登りするので重々気を付けてい
ただければと思います。
それでは６点ほどございますので報告させて頂きま
す。
①８月特別月間名称変更について
「会員増強・拡大月間」→「会員増強・新クラブ結成推
進月間」
②川崎大師観光協会、斉藤文夫会長より「第２０回川崎
大師風鈴市」お祝いのお礼状が届いております。掲示板
に掲示します。
③「南三陸夢メッセージ花火２０１５」協賛のお礼状が
届いておりますので、掲示します。
④Ｄ２５９０ 15-16地区大会記念「ポリオ撲滅チャリ
ティーゴルフ大会」のご案内が届いております。詳細は
ゴルフ同好会よりご連絡します。
⑤第１Ｇｒ第３３回７クラブ親睦ゴルフ大会のご案内が
届いております。詳細はゴルフ同好会よりご連絡しま
す。
⑥新会員推薦スポンサーバッチをお預かりしましたの
で、お渡しします。
中村 眞治会員 … 仲川 文則会員
矢野 清久会員 … 松本 和晃会員
本日お休みになられています安藤会員と出井会員のご紹
介バッチもございます。またの機会にご紹介したいと思
います。

奥様の誕生祝い
須山 文夫会員 奥様 由美子様
きれいなお花が届きます。
川崎大師ロータリークラブ
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幹事報告

須山

文夫幹事

①日韓親善会議への参加の再度のご案内がガバナー事務
所から届いております。回覧させていただきます。
②８月のロータリーレートは1ドル当たり124円となりま
す。皆さまご承知おきください。
③ガバナー事務所より夏季休暇のお知らせです。8月10
日から14日、月曜日から金曜日までで土日含めてお休み
になると思われますのでご承知おきいただきますようお
願いします。
④本日例会変更と他クラブの会報変更を回覧させていた
だきますのでお目通しの方よろしくおねがいします。
⑤例年ですと事務局のお休みのお知らせをさせていただ
くのですが、本日の理事会終了後に配信させていただき
ますことを報告させていただきます。
⑥本日理事会がございますので出席義務の方は13時45分
会議室の方にお集まりいただきますようお願いします。
出席報告

伊藤
会員数

対象者 出

席 欠

佳子出席委員
席

出席率

2058回

６０

５１

３３

１８

64.70 ％

2056回

６０

５０

３１

１９

62.00 ％

前々回の修正 メークアップ 3 名 修正出席率

68.00 ％

メークアップ：林会員、矢野会員、沼田会員
会員数
2057回

６０

対象者 出
５１

前回の修正 メークアップ

席 欠

３２

出席率
62.74 ％

１９

8 名 修正出席率

78.43 ％

メークアップ：鈴木幹久会員、林会員、中村眞治会員
渡辺会員、岩井会員、船木会員、竹内会員、水口会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）
矢野

清久副会長

川崎中央ロータリークラブ
石川 三枝子様
お世話になります。メイクにまいりました。
布川様、先日はありがとうございました。
岩井 茂次会員
来週は夏休みです。暑いので、のんびり、リフレッシュ
します。
本日はお手やわらかに。
永松 慎太郎会員
本日久しぶりに例会出席させていただきます。よろしく
お願いいたします。
松井 昭三会員
もうすぐ立秋だと言うのに、毎日暑い日が続きます。元
気でがんばりましょう。
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小林 勇次会員
８月８日 新装開店です。中村さん、沼田さん御協力あ
りがとうございます。
日本橋の署名御協力ありがとうございました。
須山 文夫幹事
暑い日が続きます。たおれない様

皆様、自愛下さい。

竹田 正和会長
・猛暑から酷暑です。無理はせず熱中症に注意して過ご
して下さい。熱中症対策は強い日差しには首を守り、そ
してこまめに水分を補給して下さい。
・先週の暑気払い例会参加の皆様お疲れ様です。親睦委
員会の皆様ありがとうございました。
・来週の例会はお休みです。ゆっくりリフレッシュして
ください。
本日のニコニコのテーマ
本日はロータリーの友精読です。初の試みです。
岩井さん、よろしくお願いします。
水口会員、牛山会員、炭谷会員、渡辺会員、寺尾会員
野澤会員、秦会員、沼田会員、中村会員、船木会員
大藪会員、伊藤会員、竹内会員、石渡会員
合計 ２５,０００円
委員会報告

席
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中村

孝ＳＡＡ

親睦委員会報告
沼田 直輝親睦委員長
・先ほど回覧を回させていただいておりますが、ポリオ
撲滅チャリテイゴルフ大会が10月5日の月曜日、保土ヶ
谷カントリークラブで行われます。
各クラブ4名以上参加をお願いしたいということでき
ておりますので、ぜひともご参加のほどよろしくお願い
します。
・7クラブ親睦ゴルフ大会が10月29日 千葉県木更津市
のザ・カントリークラブジャパンで行われます。各クラ
ブ10名以上参加をいただきたいということで来ておりま
す。皆様の参加をお願いしたいと思っております。参加
は掲示板にはらせていただきますので、名前の記入をお
ねがいします。
ローターアクト委員会
横山 俊夫委員長
地区のローターアクトとしてご報告申しあげます。
8月1日に台湾3520地区のインターアクター8名、引率者
が地区の委員長と副委員長のもとに来るということで横
浜南ロータリークラブが夜間例会にしてお迎えをいたし
ました。
昼間はワールドポーターズで地区内の横浜国際クラー
ク高等学校、関東学院中・高のインターアクターと共に
交流会をしてお互いに学び、夜は横浜の地で歓迎会をし
ました。その際に3520地区、台北南海ロータリークラブ
とバナー交換をいたしました。今日お持ちしましたので
後ほど回覧を致します。
今日の神奈川新聞の横浜地域に一部その記事が載って
おりましたのであわせてご報告させていただきます。
ありがとうございました。
川崎大師ロータリークラブ
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茂次雑誌広報委員長

ソシア21で情報のセミナーに参加してまいりました。
竹田会長、鈴木昇二研修委員長、私、雑誌・広報という
ことで先般参加してまいりました。
本日のロータリーの友精読ということで、初めての試
みです。ロータリーの友8月号配らせていただいており
ます。
今回この計画を立てたとき、私この8月号を初めて最
初から最後まで読んでみました。なかなか時間がかかっ
て奥深いお話多いなと思いながら、今年度は期首資料に
もありますとおり、今月8月から来年6月まで毎月1回予
定が組まれております。重点項目の月間、そこも踏まえ
ながら始めていきたいと思います。
今日は第1回ですので、ロータリーの友っていうとこ
ろからお話をさせていただきながら進めていきたいと思
っています。
ロータリーの友が発刊されたのは1953年1月、発刊さ
れてからもう62年経っている雑誌です。
ロータリーの友、多くの方がもらっても読んでいない
という方がいるのは、おそらく面白くない、配られるも
のだからそのままもらって帰って、ひょっとしたら開か
ない人もいるのではないか。そんなところからロータリ
ーの友はそもそも国際ロータリーの認可を受けた地域雑
誌、情報誌なのでそもそもが面白い、面白くないという
観点ではなくロータリアンとしてどうかという観点から
作られていることであくまでも、ロータリーについての
情報誌、こういったところがございます。
ロータリーの友は公開討論の場という位置づけで、そ
この広場というところを活用すればというところで、62
年前発刊された当時の形は定価50円で始まったそうです。
こちら50円といえどその当時50年、60年前であっても定
価50円で作ると中身の方は物足りないものがある。100
円の内容として発行するために、50円分広告をとって始
めた。これが間に入っている広告の中身でございます。
ロータリーの友の名前、何からとったのか想像のつく
方いらっしゃいますか？ 50、60年前の発想なので何か
らとったのだろうとふとよんで初めて知るんですが、主
婦の友からヒントを得たそうです。案外そんなことから
始まったのと思われる方いらっしゃるかと思いますが、
毎月毎月発行する費用は皆さんの会費から負担されてい
るもので、これが１号あたり、１冊あたり200円プラス
税金で216円です。
ロータリーの友、クラブの雑誌委員長には皆さんより
1週間先にもらいます。1週間先にもらって、付箋を貼っ
て、こんなことが書いてあるということをピックアップ
し、精読しながら知識を深め、あまり固い話しになって
もいけないかな、でもその中でも、「ロータリーの友、
奥が深いぞ」というところを今日はあらかじめ、そして
来月以降はランダムに読み進んでいこうかと思います。

川崎大師ロータリークラブ
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■Rl会長メッセージ読み上げ

この雑誌毎月ここから始まります。RI会長毎月そのテ
ーマにあわせたメッセージ発信されています。
ページの右の上にRI指定記事、つまりこれがないとロ
ータリーの地域雑誌というかたちにはなりません。途中
みていただくと指定記事というのがあるんで、これだけ
ピックアップして読まれてもおもしろいかと思います。
ロータリーが提供する製品は何でしょうかという、こ
れは最善を尽くすこと、品質を守っていくこと、この結
果にかたちがあるんじゃないかな。このメッセージをと
てもいい言葉だなと思いながら拝見しました。
次のピックアップの記事が36ページ、読み上げ
これは今月に限らず来月も含めてロータリーの精読の
みにとどまらず皆さんが毎年、毎年払っているであろう
寄付金のところについても、また奨学事業についてもち
ょっと理解を深めて頂きたいなというところです。
ピックアップの記事が36頁、読み上げ
ここで、半分手前のところで精読の方を終わらせてい
ただきました。
実は今回この雑誌を見ていただいて、毎年、毎年やっ
ていたことが書いてあって、深いところや世界大会も書
いてあるんです。
RI指定記事41～44頁、読み上げ
ベテランの方も入会5年未満、3年未満いろんな方いら
っしゃるんですけれど、原点に戻っていただいて入会の
理由はということが書かれていました。
先般のセミナーの際にも露木パストガバナーが同じよ
うなことを言われていて、最も行使するもの、最も報わ
れるもの、数年前聞いたお言葉。今も同じようなこと言

2015年8月12日

発行

3頁

Be a gift to the world

世界へのプレゼントになろう

われたのですが、今同じ様に、同じ様な表現の言葉があ
りましたので、世界中に同じ様に思われる方がいるのだ
なと思いました。
クロスワードパズル47頁、読み上げ
クロスワードパズルの答えは、エバンストンですが、
エバンストンとはロータリーでなにかご存知ですか？
イリノイ州にある本部、事務局 国際ロータリー本部
の場所ということでアメリカイリノイ州のエバンストン
市ということです。
次のページめくるとエバンストン便りというものがで
てまいります。ロータリー国際地区のRIからのニュース
ですとか、49ページには国際大会カウントダウンで韓国
の中が準備にむけて進んできています。
こちらも右の下のところにロータリー財団管理委員長
から指定記事ということでのってますので、こちらの方
お読みになっていただければと思います。
ロータリーの友、この後半部分縦書き編集のところで、
横組みの書き方と、縦組の書き方とで右側の縦組みのと
ころには俳句とか川柳とか縦書きでないとちょっと雰囲
気でないような記事がなどから、縦書きのものと横書き
の記載がされてあります。
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はじまっておりますので皆さん、我慢大会の時間でもな
いのでそのご意見を会長、幹事、副会長皆さんにお届け
いただきながら皆さんと一緒に1年間読んでいきたいと
思います。
また来月もやりますので今日は以上です。ありがとう
ございました。

●点 鐘
竹田 正和会長
岩井さん、猪狩さん、永松さんありがとうございまし
た。
以上で本日の例会を閉会いたします。

最後のピックアップの記事
63ページのロータリー アットワーク、読み上げ
72ページ友愛の広場より、読み上げ
日時：平成２７年８月１９日(水)は
駆け足で時間まいりましたので今日このような中身で
本をピックアップして読んでも30分かかって1年間、予
定されておりますがひよっとしたら皆さんがこれをもっ
てつまらないから例会に行くのをやめようとか、あるい
はつまらなかったと不評になると今回、30分確保いただ
いているのは8・9・10月までです。
これで評判が悪いと翌月から15分になるという約束で

第２回

通常例会です。
卓話：「増強について」
地区拡大・増強委員
野村
クラブ
会 報
委員会

秦

琢二／坂東

豊様（横浜西ＲＣ）
保則／水口

衛／松本

和晃

ロータリーの行動規範

全８回

職業奉仕（VOCATIONAL SERVICE)
職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべきである
という認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実践していくという目的を持つものであ
る。会員は、
ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業を行う。
ロータリーの行動規範 (Rotary Code of Conduct)
ロータリアンとして、
私は以下のように行動する。
２）職業の経験と才能をロータリーでの奉仕に生かすこと。
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