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見ていただければと思っています。
是非皆さんにあたたかく見ていただければと思っており
ます。有難うございました。

アート川崎実行委員会
ゲスト紹介
国際ロータリー2590地区

お客様紹介
アート川崎実行委員会

御挨拶
国際ロータリー2590地区

竹田 正和会長
第2グループガバナー補佐
小泉 正博様

関

竹田 正和会長
直美様、前砂 雅弘様

第2グループガバナー補佐
小泉 正博様

こんにちは、今日は公務というよりも私の友人のお手伝
いにまいりました。どうぞよろしくお願いします。
今、川崎でアート2015ということでそこの仲見世通りで
展示をしております。
私の高校の友人が5年ほど前から実行委員の関直美さん
から「若い芸術家の発表の場所が欲しい」という話があ
りました。
川崎大師のお店をお借りして、又通りをお借りしてやる
のだけれど、ロータリークラブだから何か知恵はない？
と友人からいわれましたが、私なにぶん中原区なので、
中原なら考えられないこともないのですが…。
そんな中、この度ガバナー補佐という仕事を得た環境も
あり、第1グループの小林ガバナー補佐に相談したとこ
ろ地元に大師ロータリークラブさんがあるので、是非行
ってみたらどうかといわれました。
５年も続いていて、これからもまた続くと思われます地
元のイベントです。これから学校なども巻き込んでいる
ので、ロータリーとしても合うのかなという風に思って
います。是非ご検討されて、実際に今やっていますので
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関

直美様

初めまして、関直美と申します。どうぞよろしくお願い
いたします。
小泉さんとは県立多摩高校の同期で10期生です。
川崎で現代美術を老若男女アーティストの発表の場を設
けたり、川崎大師地場の美術部（南大師・川中島・田島
など）3～4校参加いただき、ガラスに絵を描くというク
レヨンドローイングというワークショップを行っていま
す。
現代美術となぜ川崎大師かと申しますと川崎大師さんは
古くからお参りの街でした。祈願する方、満願お礼とい
うことで何百年も続いています。その当時文化発祥の基
地役をしていたのではないかと思うのです。
どこへ行っても「現代美術わからない」と言われるいわ
れるのですが、大師さんだったら「なるほどな」と思っ
てくれるのではないかと思いました。
美術館やギャラリーを飛び出しお大師さんのおひざ元で
美術展をやって５年目になります。
どうぞよろしくお願いします。
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安藤 賢一会員からご挨拶
こんにちは、一昨日、昨日と私の父の葬儀に際しまして
は皆さんのご協力ありがとうございました。ロータリア
ンの友情を非常に感じております。
父は92歳5か月の天寿を全うしたと思っております。こ
こ3ヶ月位前までは庭いじりをしたり盆栽をやったり非
常に元気でしたが、凝り性のせいか、その時無理をしす
ぎたのか腰を痛めました。
宮川病院で調べたところ「圧迫骨折」になっていました。
落ち着いて一度戻ってきたのですが20日くらい前に肺炎
をおこし再度入院をしました。
最後１週間少し苦しんだようでしたが年齢からいっても
宮川先生にもよく頑張ったなといってもらいましたし、
非常に感激しております。
母も同じ場所、父も同じ場所から送れたこと、それが奇
しくも先輩の船山さんのところと同じところだったとい
うのがなにか因縁を感じています。
どうも大変お世話になりました。
ありがとうございました。

10月入会祝い
鈴木 幹久会員
嶋崎 嘉夫会員
猪狩 佳亮会員

沼田 直輝親睦委員長
1987年11月 4日
1995年11月 1日 入会20年目
2014年11月19日

会員の誕生祝い
安藤 賢一会員
細谷 重徳会員
横山 俊夫会員
清水 宏明会員
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会長報告

竹田

・本日お客様でこられました川崎アートで2015のパンフ
レットを受付に置いておきましたので、ご興味ある方は
お受け取りください。冊子もございますのでこちらも受
付に置いておきます。
・横浜西ロータリークラブよりワクワクチャリティコン
サート開催のご案内が届いております。
地区補助金を使ってということでおこなわれるコンサー
トですので興味のある方は事務局までご連絡をいただけ
ればと思います。
・ゆずりは園まつりの案内が届いております。参加され
たい方事務局までご連絡いただければと思います。
・今日はユネスコ憲章記念日です。鈴木昇二さんが会長
の時に「今日の一日は・・」とよくやっていましたが、
私も調べました。ユネスコ憲章記念日1946年11月4日。
2008年11月4日はバラクオバマ現アメリカ大統領がアフ
リカ系アメリカ人として初の大統領選挙に当選した日。
就任は年をまたいで2月ですが、7年前です。
来年はアメリカの大統領選挙です。

幹事報告

奥様誕生祝い
横山 俊夫会員
矢野 清久会員
大﨑 克之会員
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奥様
奥様
奥様
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まさみ様
あやこ様
みのり様
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正和会長

須山

文夫幹事

・韓国国際大会のご案内回覧させていただきます。
・11月11日例会はありませんが、14日土曜日地区大会の
会場において移動例会とさせていただきます。皆さまご
出席の程よろしくお願いします。
時間は12時30分に例会の点鐘を行います。お間違えない
様に。
当日、事務局 竹下さんがいますので、どこでやるのか
聞いてください。よろしくお願いします。
地区大会の点鐘は13時となっております。
時間に間に合うように皆様お越し下さい。
・地区よりライラの申し込み開始のお知らせが来ており
ます。皆様の事業所で18歳から30歳の方いらっしゃいま
したら是非ご推薦いただければと思います。
川崎大師ロータリークラブ

週報

第17号

Be a gift to the world

世界へのプレゼントになろう

20１５−１６年度 国際ロータリー第2590地区

小林 勇次会員
竹田会長、先日はお世話になりました。
松井 昭三会員
①禁煙を始め５ヶ月を経過しました。もう大丈夫でしょ
うか？
②安藤会員、御尊父様の葬儀盛大に済まされ、大変お疲
れ様でした。
沼田 直輝会員
先日の７クラブゴルフ大会にて、同伴者・コース・天
候・ハンデに恵まれ優勝しました。
残念ながら団体は私のハンデ取得の為に３位になりまし
た。
幹事か事務局に申し出ていただければと思います。
・ファイアーサイドミーティングが本日、6日、9日にご
ざいます。出欠まだの方若干いらっしゃると思いますの
で回覧させていただきます。記入の程お願いします。
・例会変更の回覧をさせていただきます。メイクアップ
等にご活用ください。
・ロータリーの友とガバナー月信配信させていただきま
した。・本日理事会です。例会終了後13時45分出席義務者の皆
様は会議室にお集まりください。よろしくお願いしま
す。

出席報告

髙濵
会員数

対象者 出

竹田 正和会長
小泉第２グループガバナー補佐、アートかわさき実行委
員会の関様、前砂様ようこそ当クラブ例会にお越し下さ
いました。
遊んでいってください。
矢野 清久会員
昨日、第31回川崎市スポーツ少年団 剣道大会があり、
息子が小学校５年生の部で優勝しました。

玲奈出席委員長

席 欠

席

出席率

2069回

５８

５０

３４

１６

68.00 ％

2067回

５８

５０

３４

１６

68.00 ％

前々回の修正 メークアップ 9 名 修正出席率

86.00 ％

メークアップ：
中村会員、横山会員、白石会員、小林会員、坂東会員、
沼田会員、竹内会員、内田会員、永松会員です。

スマイルレポート（ニコニコボックス）
矢野

清久副会長

国際ロータリークラブ 第2590地区 ガバナー補佐
川崎中原ロータリークラブ 小泉 正博殿
本日は友達のお手伝いでうかがいました。宜しくお願い
致します。
安藤 賢一会員
父・稔三の葬儀には大変お世話になりました。ロータリ
アンの友情に感謝申し上げます。
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本日のニコニコのテーマ
「ロータリーの友精読 雑誌広報委員会のみなさん
宜しくお願い致します。」
寺尾
巌会員、野澤
渡辺冨士夫会員、牛山
坂東 保則会員、金澤
秦
琢二会員、石渡
黒澤
穣会員、竹内
内田 省治会員

隆幸会員、鈴木
裕子会員、髙濵
康治会員、水口
勝朗会員、宮沢
祥晴会員、竹中
合計
2015年11月11日

昇二会員
玲奈会員
衛会員
和徳会員
裕彦会員
８５,０００円
発行
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委員会報告

中村

孝ＳＡＡ

野球同好会
中村 眞治監督
・例会終了後、理事会前に部会を行います。
第20回神奈川県野球大会が11月18日、横浜球場でありま
す。その打ち合わせです。
・11月18日8時より移動例会をします。全部終了後懇親
会を万葉の湯で行います。併せてご案内いたします。
どうかご支援宜しくお願いします。

姉妹クラブ委員会
金澤 康治委員長
皆様のお手元には、メールとファックスでお送りしてあ
りますが来年の韓国のソウル国際大会へのご案内をさせ
ていただきます。
5月27日～29日まで 2泊3日
国際大会ですが、私大阪の時に行かせていただきまして、
何万人という世界中のロータリアンが集まりロータリー
がインターナショナルであると実感できました。
是非皆様もソウル大会に出席していただければと思いま
す。この大会への参加は出井委員長が大変力を入れてお
ります。皆様の参加をお願いします。
今日から出欠の用紙を回します。この時期に早すぎるの
ではと思う方もいらっしゃるとは思いますが、何万人と
いう人がソウルに集まりますので、直前になるとホテル
が無くなってしまします。あやふやな方もいらっしゃる
かと思いますが、とりあえず出欠表に○をしていただき、
ホテル等押さえて、どうしても行くことができない場合
は１か月前までにキャンセルをいただければと思います。
皆様、とりあえず○をしておいていただきますようお願
いします。ありがとうございました。
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ロータリーの友 精読
岩井 茂次雑誌広報委員長
第４回のロータリーの友精読です。
今日配られたロータリーの友皆さんで精読しながら内容
の理解、それについてご意見、感想を持っていただけれ
ばと思います。
毎月話をしているように私の手元に１週間前に届きます。
その中からピックアップした記事をメンバーの方にお読
みいただきたいなと思います。

・2ページ 2000年10月27日～30日 西太平洋地域ポリ
オ根絶京都会議が開かれる。
ポリオ撲滅をずっと私たちがやってきたことがこの2000
年をさかのぼって取り組みが行われている。
こういったことが一つのきっかけになるということをま
ずご理解いただき、今号の始まりとさせていただきます。
・3ページ RI会長メッセージ
猪狩会員精読お願いします。
ロータリーの友 3ページ 猪狩

佳亮会員読み上げ

最近国内でも沖縄の問題とか、先般子供たちのアンケー
トや質問のコーナーで戦争についてという質問をしてい
るのを見たときに、戦争、紛争がおきているのをきいた
とき子供たちが日本でこういうことがあったらどう思い
ますかといった時には、「戦争は日本ではおきません」。
もしあなたが戦争に兵隊として行かなければならないと
なったときどうしますか？といったとき「嫌だ」と答え
ました。これはきっと数十年前は日本の中で戦争があっ
た中でのことですし、実際に島国の良さなのか悪さなの
かおそらく対岸の火事をみるような思いで、世界的に紛
争がおきていること、若い世代の方どんどん、どんどん
思いは希薄になっているんだろうなと…。
・22ページ 世界大会の記事
項目だけお知らせいたします。
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先ほど姉妹クラブ委員長、金澤さんからお話がありまし
たように、早期登録、12月16日までにおこなうと310ド
ルで世界大会エントリーできます。
是非隣の国で、観光、仕事等で身近に行かれたことある
方がたくさんいらっしゃるかと思いますが、是非隣の国
で出来れば私も参加してみたいと思っております。

情報の活用、登録を進めていただき、もしご自身のパソ
コンなどでわからないという方がいましたら、今日を機
会に私も一度やったので作業はわかりますし、執行部の
皆さんにお尋ねいただければと思います。
先ほどご紹介いたしました世界大会のエントリーがここ
からできます。

RI指定記事 11月がロータリー財団月間である理由
ロータリーの友 38ページ 大﨑 克之会員読み上げ

・35ページ ロータリー公式ロゴ
新しいロゴに変更になっております。
今後色々なもので発信する際、担当委員長になった際に
誤ってはいけない部分です。ご理解いただきながら、使
用するときにお気を付けください。

おわかりいただけましたでしょうか。
「初めて知った」という人もいれば、「そんなことは前
から知っていたよ」という人もいらっしゃいますけれど、
こうして反復して、特に3年以内に入会された方とかは
「なるほどな！」と思う事はこういうところにあります
ので、この記事を通じてご理解いただければと思います。
世界のロータリーニュース アメリカの記事
ロータリーの友 28ページ 猪狩 佳亮会員読み上げ
識字率の向上がありますが、まさに読み書きできない成
人が7億8100万人、特に3分の2の方は女性。これはおそ
らく教育を受ける機会が歴史上少なく、その方たちが読
み書きできない、学問の知識の吸収の機会がない。ただ
知識がないだけでなく、騙されたり、搾取される側にま
わるような歴史が作られてきたんだろう。またその流れ
が日本において本当に読み書きできないという子はよほ
ど勉強不足の、勉強したくないということ以外なかなか
日本ではありえないのではないかなと思います。
・30ページ あなたはロータリアン？
見出しだけ見て私は不安になるのですが、MY ROTARYの
登録うまくできましたか？
このページをすべてゆっくり紹介すると時間がかかって
しまうので、冒頭頭の方だけ読ませていただきます。
まずは会長賞がいただけるとか、そういうことではなく

・36ページ クロスワードパズル パズルでロータリー
・58ページ 友愛の広場「徳川家康に学ぶ長寿の秘訣」
ロータリーの友 58ページ 猪狩 佳亮会員読み上げ
今月のロータリーの友、ピックアップした記事は以上で
す。本日小泉ガバナー補佐にお越しいただきました。地
区で一番ロータリーの友を呼んでいるのは大師ロータリ
ークラブとご理解いただけましたでしょうか？
明日はクラブ雑誌委員長会議ということでソシアの方に
私参加してまいります。
是非楽しんでいただいて皆さん、一年経ったときには
「そんなことみんな知っているよ」と言えるようになっ
ていると良いと思います。この雑誌を楽しんでいただけ
たらと思います。今日もご静聴ありがとうございました。
総 評
竹田 正和会長
大いなる希望･国際大会･財団･世界のロータリーニュー
ス･友愛の広場と岩井委員長はピックアップの仕方が上
手だなと、お話が上手だなと、こんな風に聞いておりま
した。今日も猪狩さん、大﨑さん、岩井さんありがとう
ございました。ほんの一割程度しか読んでいないと思い
ますので会社にお戻りになったり、自宅にお帰りになっ
たらば全項制覇してください。私からは以上です。
●点 鐘
竹田 正和会長
今日は小泉さんどうでした？関さんどうでしたか？前砂
さんもお付き合いいただきまして本当にありがとうござ
います。それでは本日の例会を閉会致します。
日時：平成27年11月18日㈬は通常例会です。
「Ｒ財団について・県ＲＣ野球大会」
クラブ
会 報
委員会

秦

琢二／坂東

保則／水口

衛／松本

和晃

第５回 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
ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業を行う。
る。会員は、
ロータリーの行動規範 (Rotary Code of Conduct)
私は以下のように行動する。
ロータリアンとして、
５)社会に役立つすべての仕事に対する認識と敬意の念を推進すること。
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