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●司　会　　中村　　孝ＳＡＡ

●点　鐘　　竹田　正和会長

本日は節分ということでお大師様で行うことができませ

ん。たまには気分を変えてあたたかく明るいところでの

例会を開会したいと思います。

●斉　唱　　「国歌」 「４つのテスト」

　　　　　　　　　　　　　　　　　矢野　清久副会長

来訪ロータリアン紹介　　　　　　沼田　直輝親睦委員

横浜ベイＲＣ　近藤　一美様

御挨拶　　　　　　　　　横浜ベイＲＣ　近藤　一美様

今年3月11日が震災からまる5年ということで、神奈川県

と共催でイベントをすることとなりました。

開催日は3月5、6日の土日、場所は横浜公園と神奈川県

庁の本庁舎、ぞうのはなパークを使って開催します。

内容は「神奈川県民の防災に対する意識を高める」「東

北復興支援に繫げる」という2つのテーマで開催します。

大会委員長は黒岩祐二県知事で神奈川県と国際ロータリ

ー2590地区ガバナー、ガバナー補佐会に協力いただいて

おります。

日にちも短くなっているのですが、可能な限りで協賛を

ご検討いただければと思っております。ブース協賛と通

常協賛の2種類あります。ブース協賛は岩手、宮城、福

島の3県から物販が5店舗と飲食5店舗の各県10店舗ずつ

のブースを出していただきます。東北から来ていただく

お店ですが、皆さん被災された方で個人店に限らせてい

ただいております。こちらの皆様のブース代を1ブース

10万円とご協力いただければと思います。

1クラブで10万円は少し大きいかなというのであれば、2

クラブでも大丈夫です。ブース協賛でなく通常1口1万円

からの協賛も受付ています。ご協力いただければと思い

ます。ブース協賛いただけた際は、川崎大師ＲＣの活動

内容やバナーなどをはって頂いたりとかアピールして頂

く形になっております。

これは仮のチラシですが新たなチラシにはロータリーの

ことも協賛のところに載せさせていただいております。

ご検討の程よろしくお願いします。今日は貴重なお時間、

ありがとうございました。

2月入会祝い　　　　　　　　　沼田　直輝親睦委員長

　布川二三夫会員　1973年2月24日　

　島岡　榮基会員　1979年2月7日　

　炭谷　博功会員　1996年2月14日（20周年）

　秦　　琢二会員　2006年2月22日（10周年）

　沼田　直輝会員　2011年2月9日（5周年）

　

会員の誕生祝い

　寺尾　　巌会員

　嶋崎　嘉夫会員

　竹田　正和会長

　伊藤　佳子会員
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会長報告　　　　　　　　　　　　　　竹田　正和会長

・ロータリーの友よりハガキを投稿しています。今回ボ

ールペンが当たった人がいます。

　横山　俊夫パスト会長

・本日は節分会参加の皆様、宜しくお願いしたいと思い

ます。

・小林ガバナー補佐の来訪日程がきております。

　3月9日㈬来られるようになっています。

・2018－19年度ガバナーノミニーレジグネート告知確定

宣言　金子 大様（横浜中ロータリークラブ）が決定し

ました。

・3月4日、第1、第2、第3グループの事務局の懇談会を

予定されています。

幹事報告　　　　　　　　　　　　　　須山　文夫幹事

①次週IMでございます。その時に以前配布したIMのお知

らせを必ずお持ちください。IMの実行委員から連絡がご

ざいました。駐車スペース等ございませんので、電車の

便のいい場所です。ぜひ電車でおこしくださいますよう

お願いします。

②来週2月9日、当クラブの移動例会を行います。（IMの

会場で行います）時間は13時45分です。皆様にもメール、

ファックスで配信させていただいております。ご確認お

願いします。

③日台親善ロータリー会議を前回位から会長報告でさせ

ていただいておりますが、今日が締め切りです。回覧。

会費2万円です。事務局によろしくお願いします。

④台北西門ロータリークラブの39周年記念式典が3月14

日に行われます。今日が締め切りです。回覧。

⑤2月24日創立記念例会の出欠。回覧。

⑥2月20日　多摩川土手清掃。2月26日　ふれあい動物園

の奉仕活動についての出欠。回覧。

⑦例会変更の回覧をさせていただきます。メークアップ

等にご活用ください。

⑧本日理事会でございます。例会終了後空いている机を

使って理事会をさせていただきます。

メークアップ：

林　　　鶴、安藤　賢一、竹中　裕彦、横山　俊夫、

髙濵　玲奈　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

出席報告　　　　　　　　　　遠藤　悦弘出席副委員長
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スマイルレポート（ニコニコボックス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　矢野　清久副会長

竹中　裕彦会員

①１４１５会（いよいよ.いこう会）出席の中村PAG、岩

井さんお疲れ様でした。

②昨日、３時のおやつにラーメンを食べおえた中村孝さ

んとばったりお会いしました。

竹田　正和会長

①川崎大師　節分会参加の皆様本日はありがとうござい

ます。豆まきを楽しみましょう。

②横浜ベイRC　近藤様ようこそ大師へ！！

③誕生日プレゼントをありがとうございます。

本日のニコニコのテーマ

「節分です。本日は例会の雰囲気が違います。

　ロータリーの友精読

　今月はボールペンはとうせんしているのでしょうか」

須山　文夫、船木　幸雄、牛山　裕子、岩井　茂次

細谷　重徳、鈴木　昇二、渡辺冨士夫、横山　俊夫

石渡　勝朗、水口　　衛、沼田　直輝、野澤　隆幸

中村　眞治、遠藤　悦弘、布川二三夫、竹内　祥晴

宮沢　和徳、矢野　清久　各会員

　　　　　　　　　　　　　　合計　３１，０００円

委員会報告　　　　　　　　　　　　中村　　孝ＳＡＡ

社会奉仕委員会　　　　　　　　　　船木　幸雄委員長

2月26日クララ幼稚園にて移動動物園を開催いたします。

当日春日山部屋から力士が3名出席します。是非参加を

よろしくお願いします。

20日に多摩川土手の清掃をします。これも参加よろしく

お願いします。

ロータリーの友　精読　　　岩井　茂次雑誌広報委員長

第７回のロータリーの友精読です。

第７回のロータリーの友精読です。

2月は平和と紛争解決月間

2月23日はロータリー創立記念日で今年111周年となりま

す。

当クラブ43周年ということで2月に盛大にお祝いをした

いと思います。
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梅の表紙

・2ページ

2012－13年度　RI会長に田中作次氏が就任「奉仕を通じ

て平和を」

・3ページ　RI会長メッセージ

横山パスト会長精読お願いします。

横山　俊夫会員読み上げ。

いよいよ5月に年次大会が迫ってきました。

隣の韓国で開かれ楽しみになってきました。

・7～11ページは子どもたち、若い人たちが夢を持てる

未来のためにという記事で、社会奉仕青少年奉仕を中心

に行われている多くの取り組みが紹介されています。

・14～15ページ平和の願いはきっとかなう。

猪狩会員精読お願いします。

猪狩　佳亮会員読み上げ

今月の月間のテーマでそれぞれの国の人たちがそれぞれ

の立場の正義と侵略と闘っている人たち同士正義があり、

紛争解決、平和に向けてといったところで活動をしてい

るのもロータリーということでご理解いただきたい。

昨日のニュースで川崎の河川敷でおきた近隣のお子さん

の事件、さらにその手前には後藤健二さんというジャー

ナリストが亡くなった。

ISの事件や、それぞれの考え方の違うところにそれぞれ

の人がいていろいろな事故が起きています。それぞれ解

決の道はきっとシンプルなところにあるのではないです

かね。こういったところでご了解いただければと思いま

す。

・22ページ　高陽を100倍楽しむ方法

興味のある方見ていただきたいと思います。

・24～25ページ　世界へのプレゼントになろう

中村　眞治パスト会長精読お願いします。

中村　眞治会員読み上げ

ありがとうございました。

この部分非常にいいお話が書いてあるなと思いご紹介さ

せていただきました。

これを読み進んでいただくと26ページポリオ撲滅という

ことでやってきております。

2018年までに全世界からポリオ撲滅することを目標に活

動を続けてきております。

昨年9月がナイジェリアがポリオの常在国から外れパキ

スタンとアフガニスタンの2か国を残すだけとなりまし

た。

なぜ無くならないのだろうという事の一つに、パキスタ

ンのパタという地域はタリバンが支配している地域で、

ワクチンを届けるという事は、弾丸をよけながら、命の

危険を冒しながらということでなかなかなくならない状

況があります。
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やはりこれは世界で起きているいろいろな事を解決しな

い事が大きな理由なんだと注目の記事でご紹介させてい

ただきました。

・28～29ページ　心はともに

東日本大震災の復興関連事業が毎月毎月載っています。

こちら、ご一読ください。

・30～33ページ　ガバナーのページ

各地区のガバナーの話が載っています。

地域的にガバナーがすべてのクラブを訪問するためには

10何泊する話や、いろいろ載っています。

これを読んでいくと特に入会年次浅い会員の方はすべて

ガバナーの方のお話を読むとロータリーはこんなことを

やっているんだなとおぼろげにいろんな部分が見えてく

るような感じがいたします。

36ページのパズルです。

回答は掲載不可とさせて頂きます。

ヒント：ながいずみロータリークラブ

　静岡、三島付近にあるクラブで、(財)米山梅吉記念館

　ホールを例会場としている。

38ページ　11月号のパズルの答えです。

「マダムガリ」

今月は横山さんが当たりました。

是非皆さん応募ください。

今月のロータリーの友は盛りだくさんで反対側のページ

から見ていただくとスキージャンプのレジェンドといわ

れている葛西紀明さんのIMの基調講演が載っています。

皆さん興味深いので読んでください。

この方はほとんど負けるところから続けて頑張ってきた

という講演でこの記事の中で読んでいただくとご理解い

ただけると思いますが、1月13日に妹さん、38歳の若さ

でお亡くなりになられました。ご冥福をお祈りするとと

もに、その後1月30日には第1子が誕生し、妹の生まれ変

わりと思い今後も頑張るというコメントの記事が新聞に

大きく紹介されていました。

盛りだくさんの今月号、興味深くご一読いただければと

思います。

以上ロータリーの友精読終わらせていただきます。

ありがとうございました。

総　評　　　　　　　　　　　　　　　竹田　正和会長

今日も岩井さん、横山さん、猪狩さん、中村さんありが

とうございました。

長い文章を読んで大変だったんではないかと思いますが、

少し勉強になりました。

なおかつ、今見開いてましたら先程読まれたところの次

のページ、26ページの左下に2660地区の直前ガバナーで

北河原さんとおっしゃいます。今慌ててネットで調べま

した。

東大寺の御前様、ガバナー会ではこの人がとても有名で

活躍をされていますということです。

私、たまたま名刺を交換させていただきまして川崎大師

の竹田ですと話しましたところ「お、藤田さんところ

か？」という

言葉が返ってきました。それをご報告したくてお話しま

した。

●点　鐘　　竹田　正和会長

今日は近藤さん、お疲れ様です。

ありがとうございました。

実は私の誕生日です。昭和28年の2月3日生まれです。思

い出に残る誕生日の例会だったと思っています。

本日の例会を閉会致します。

日時：平成２８年２月１７日(水)は

　　　通常例会　会員卓話です。

卓話者：木村　秀文会員

秦　琢二／坂東　保則／水口　衛／松本　和晃
クラブ
会　報
委員会

　第８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
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。　
　８）事業または専門職上の関係において、普通には得られない便宜ないし特典を、
　　　同輩ロータリアンに求めないこと。


