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飯塚 元明副ＳＡＡ
矢野 清久副会長
「奉仕の理想」
坂東

第34回）例会

保則ソングリーダー

平成28年3月16日

－晴－

御挨拶
石川 稔也さん
こんにちは今年の８月にタイに派遣される予定の石川
稔也です。現在法政二高の１年で、水泳部に所属してい
ます。常夏のタイで泳げる機会を楽しみにしています。
よろしくお願いします。

本日の卓話者紹介
矢野 清久副会長
大橋 康司様
今日の卓話 大橋様に「伐謀の精神で臨む」ということ
で卓話をいただくことになっております。
よろしくお願いします。

お客様の紹介
2013-14青少年交換受入学生
Mary Ann Wardさん

矢野

清久副会長

2016-17青少年交換派遣候補生
石川 稔也さん
稔也さんのお母様 石川 幸恵様
御挨拶
Mary Ann Wardさん
皆さん、こんにちは。お久しぶりです。
今、大学２年生です。大学は大変だけど、楽しいです。
ありがとうございます。
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御挨拶
石川 幸恵様
こんにちは
タイに派遣させていただく石川稔也の母です。今回派遣
させていただくにあたり川崎大師ロータリークラブの皆
さんにたくさんのご指導をいただいて、派遣に至ること
ができた親としてはとてもうれしく思っております。
まだ何もわからない状態で親子ともどもお世話になるこ
と多いかと思いますがよろしくお願い致します。
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会長報告

矢野

清久副会長

横浜南ローターアクトクラブ、新横浜ローターアクトク
ラブの合同第9回たばこ吸い殻拾い＆ウオーキングの開
催案内を回覧させていただきます。出席の方は名簿に記
載ください。

20１５−１６年度 国際ロータリー第2590地区

出席報告
会員数

対象者 出

出井

宏樹会員

席

出席率

席 欠

2086回

５７

４９

２８

２１

57.14 ％

2084回

５８

４９

３４

１５

69.38 ％

前々回の修正 メークアップ 1 名 修正出席率

71.42 ％

メークアップ：
林
鶴会員

幹事報告
須山 文夫幹事
・本日メアリーさんの歓迎会を夕方6時30分より恵の本
で行ないます。出欠の名簿を回覧します。
・3月23日桜ポスターの掲示事業出欠を回覧します。
・3月30日川崎大師ロータリークラブ竹田年度のゴルフ
コンペを実施いたします。出欠の回覧。
・3月30日お花見移動例会 恵の本で行います。出欠の
回覧。
・4月6日18時30分より 第5回の研修会を行います。
ご出席の程お願いします。
・他クラブの例会変更回覧しますのでメイクアップにお
役立てください。

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
1)Mary,longtime no see! How's going!
2)20日はいよいよ息子の結婚式です。私の方がドキドキ
してきました。
中村 眞治会員
メアリーA・ワードさんお久しぶりです。
矢野副会長、点鐘を楽しみに、デビューを注目
嶋崎 嘉夫会員
台北西門RC３９周年では息子が大変お世話になりまして
ありがとうございました。
猪狩 佳亮会員
矢野さん、先日は大変ためになる会合にお誘いいただき
ありがとうございました。
プラチナチケットもありがとうございます。
牛山 裕子会員
メアリーさん、お久しぶりです。残り少ない日本での生
活を楽しんで下さい。
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宮山 光男会員
3月10日、エイジング委員会出席の皆様、有りがとうご
ざいました。本日所用の為、早退させていただきます。
矢野 清久副会長
①メアリーさん、石川君、石川君のお母様ようこそいら
っしゃいました。
②大橋様 卓話宜しくお願い致します。

本日のニコニコのテーマ
「本日は台北西門訪問により竹田会長がいません。
西門訪問の会員の分まで例会を楽しみましょう。」
松井 昭三、牛山 裕子、小林 勇次、鈴木 昇二
渡辺冨士夫、嶋崎 嘉夫、宮沢 和徳、黒澤
穣
出井 宏樹、布川二三夫、内田 省治、伊藤 佳子
各会員
合計 ３７，０００円

委員会報告

飯塚

飯塚 元明次年度幹事
次週例会終了後1時45分より地下会議室にて次年度理事
会を開催いたします。
よろしくお願いします。

元明副ＳＡＡ
卓話者のご紹介
松本 和晃会員
大橋 康司様 ６８歳
大分県臼杵市出身
昭和44年神奈川県警察官に拝命し39年のうち33年間を刑
事として従事し、特に暴力団犯罪を担当する捜査4課
（現在の暴力団対策課）には10年勤務。
平成9年警視昇任、後に松田警察署長、暴力団対策課長、
横浜市警部 副部長を歴任し、平成20年退職。
現在は横浜の民間企業で顧問として
反社会的勢力に関する相談受理等を担当している。

エイジングプログラム委員会
鈴木 幹久委員長
3月10日南国酒家（ラゾーナ川崎）において、第3回エイ
ジングクラブを開催しました。
10名の会員の皆さんに出席をいただき、各人がロータリ
ーに入られて最も思い出に残る話をいただき、久し振り
に各人の人となりをきくことができ、大変楽しい時間を
過ごさせていただきました。
初代の会長は炭谷博功さんにお願いし、副会長に宮山光
男さんにお願いをするということで、今後ますます会の
隆盛を期待するところでございます。
次回は５月頃に会を予定しており、最近入られた新しい
会員の皆さんとも交流、親睦を考えております。
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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話

大橋

康司様
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謝 辞
矢野 清久副会長
大橋様ありがとうございました。反社会的勢力の教訓早
速うちの会社でも取り入れさせていただきたいと思いま
す。また、６８歳には全然見えないですね。若さを保つ
秘訣を教えていただきたいと思います。
本当に今日はありがとうございました。
●点 鐘
矢野 清久副会長
また第2弾を4月20日に予定してございます。
こうご期待ください。

クラブ
会 報
委員会

日時：平成２８年３月３０日(水)は
通常例会です。
卓話者：市川緋佐麿様
「神社よろず話」
秦

琢二／坂東

保則／水口

衛／松本

和晃

ハイライトよねやま１９２
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寄付金速報

― 下半期の寄付状況 ―

 ᭶ࡲ࡛ࡢᐤ㔠ࡣ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑࠊ⣙  ࡢቑຍ࡛ࡍࠋᬑ㏻ᐤ㔠ࡀ 㸣ቑࠊ
≉ูᐤ㔠ࡀ 㸣ቑ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ๓ᖺᗘࡢ༢᭶ᐤ㢠࡛ẚ㍑ࡍࡿከᑡῶ㢠ࡋࡲࡋࡓࡀࠊ⣼
ィ㢠࡛ࡣᘬࡁ⥆ࡁ┤㏆  ᖺ㛫ࡢ୰࡛᭱㧗㢠ࢆ⥔ᣢࡋࠊୗ༙ᮇࡶዲㄪ᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋከࡃࡢ࣮ࣟ
ࢱࣜࣥࠊ
Ꮫࡽࡢࡈᨭᚰࡼࡾᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋᖺᗘࡶṧࡾ  ࢝᭶༙࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ᚋࡶࡈ༠ຊ㈷ࡾࡲࡍࡼ࠺ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

さまざまな寄付のカタチ

― 20 年前の恩返しから ―

 ᭶ࠊᏛࡢᣦᑟᩍᐁ㸦༏ྡᕼᮃ㸧ࡽ  ࡶࡢᐤࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢඛ⏕ࡣࠊ࣓ࣜ
࢝ࡽẖᖺ⡿ᒣዡᏛᐤࡋࡘ࡙ࡅ࡚࠸ࡿ⡿ᒣᏛࠊᙇ㲎ᆹࡉࢇ㸦㸭㔝㹐㹁㸧ࡢ᫇
ࡢᣦᑟᩍᐁ࡛ࡍࠋ䈜ᙇᏳ䛥䜣䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛄䝻䞊䝍䝸䞊䛾䛅㻝 ᭶ྕ䇾䜘䛽䜔䜎䛰䜘䜚䇿䠄ᶓ⤌䜏 㼜㻟㻜㻙㻟㻝䠅䜒䛤ぴ䛟䛰䛥䛔
ࠕᙇࡉࢇࡀ୰ᅜ⸆⛉Ꮫࡽࡢ␃Ꮫ⏕ࡋ࡚ࠊ⚾ࡢ◊✲ᐊ㓄ᒓࡉࢀࡓࡢࡀࡈ⦕ࡢጞࡲࡾ࡛
ࡋࡓࠋᙼࡀ༤ኈㄢ⛬㐍Ꮫࡍࡿ㝿ࠊࡓࡋไᗘୖࡢ⌮⏤࡛ࠊ ᖺ㛫ࠊධᏛࢆᚅࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡞
ࡾࡲࡋࡓࠋᙇࡉࢇࡣ⤒῭ⓗᴟࡵ࡚ཝࡋ࠸≧ἣ࡛ࠊࡑࡢ⏕άࡪࡾ⚾ࡶᚰ㓄ࡋࠊᢡຓࡋࡓࡇ
ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ⡿ᒣዡᏛ⏕ཷࡅධࢀ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊᙼࡢ⤒῭ⓗࣆࣥࢳࡀᩆࢃࢀᏳሚࡍࡿ
ྠࠊ㈗ዡᏛࡢ㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡋࠊឤ⃭ࡋࡓࡇࢆࡶࡣࡗࡁࡾぬ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ࠶ࢀࡽ 
ᖺࠊᅇᛮ࠸ࡀࡅࡎࠊ⚾ࡢ㏥௵⚃࠸ࠊᙇࡉࢇࡽከ㢠ࡢ࠾㔠ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋఱᙺ❧࡚
ࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡇࢁࠊᙼࡀ㈗ዡᏛẖᖺᐤࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ▱ࡾࡲࡋࡓࠋᙼࡢ࠸ࢆษ
ࡋࠊࡉࡽ࡞ࡿዡᏛ㔠ࡢᗈࡀࡾࢆ♳ᛕࡋ࡞ࡀࡽࠊᙇࡉࢇࡢྡ⩏࡛ᐤࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠖ

ご存じですか？ホームカミング制度
ࠕ࣮࣒࣑࣍࢝ࣥࢢไᗘࠖࡣࠊྛᆅ༊ࡀ⡿ᒣᏛࢆᣍ࠸ࡋࠊᆅ༊࡞࡛ࡑࡢά㌍ࡪࡾࢆᗈࡃ
࣮ࣟࢱࣜࣥ⤂ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃไᗘ࡛ࡍࠋ㛤ጞࡽ  ᖺࠊ᭱㏆࡛ࡣᆅ༊ࡢࠊࣥࢱ࣮ࢩ
ࢸ࣑࣮ࢸࣥࢢࠊ㛗࢚ࣞࢡࢺ◊ಟࢭ࣑ࢼ࣮ࠊࢡࣛࣈ⡿ᒣጤဨ㛗ࢭ࣑ࢼ࣮ࠊ⡿ᒣዡᏛ⏕⤊ᘧ࣭
࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡞Ⓩቭࡋ࡚ࡶ
ࡽ࠸ࠊ࣮ࣟࢱࣜࣥࡶዡᏛ⏕ࡶ⡿ᒣ
ዡᏛᴗࡢព⩏ࢆᨵࡵ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡔࡃᶵ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ᖺᗘࡣ  ᭶⌧ᅾࡲ࡛  ᆅ༊
ࡽࡢ  ேࡀࡇࡢไᗘ࡛ᣍࢀࠊࣟ
࣮ࢱ࣮ࣜࡢ⤎ࢆ῝ࡵᪧࢆ ࡵࡲࡋ
ࡓࠋ
ࡲࡓࠊ ேࡢࡼࡡࡸࡲぶၿࡶࠊᆅ
༊ࡸࢡࣛࣈࡽࡢせㄳᛂࡌ࡚ᅜྛ
ᆅ࠾ఛ࠸ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᙜົᒁࡲ࡛
Ẽ㍍ࡈ┦ㄯࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡽ  ᖺ䇷䇷ࠋ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࡸᆅ༊࡛
ࡣࠊࡶࡉࡲࡊࡲ࡞ᙧ࡛⿕⅏ᆅࡢᨭάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࡀࠊ➨  ᆅ༊⡿ᒣᏛ㸦㛗㸸ࢪ࣐ࣕࣥࢽ࣮࣒࢞㸪
ࣔࣥࢧࢡࡉࢇ㸧ࡶࠊ㟈⅏ࡢ⩣ᖺࡢ  ᖺࡽࠊᐑᇛ┴ࡢ
Ẽᓥࡢ⯆ᨭ༠ຊࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡁࡗࡅࡣࠊẼᓥ࡛⎰♟᧔ཤ࡞ࡢ࣎ࣛࣥࢸ
άືࢆ⾜ࡗࡓྠᆅ༊ࡢ⡿ᒣᏛࠊ࢟ࣙ࢘㞾ࡉࢇࡸ࿅Ꮫ㱟ࡉ
ࢇࡀࠊᏛࡋ࡚ࡶᨭࡋࡼ࠺ࡧࡅࡓࡇጞࡲ
ࡾࡲࡍࠋ᭱ึࡢάືࡋ࡚ࠊྠᆅ༊ࡢᚋࢆᚓ࡚ࠊ ᖺ  ᭶ᶓᕷෆ࡛ࢳࣕࣜࢸ࣮࣭ࢥࣥࢧ
࣮ࢺࢆ㛤ദࡋࠊ㞟ࡲࡗࡓᐤ㔠ࢆẼᓥࡢ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㛗㉗࿊ࡋࡲࡋࡓࠋ⩣  ᖺ  ᭶
ࡣࠊ୰ᅜே⏬ᐙ࣭ᖖ↥ࡉࢇࡀసࡋࡓἜ⤮ࢆ㉗࿊ࠊྠ  ᭶ࡣ⌧ᆅࡢ♫⚟♴༠㆟ࡸᩍ⫱
ጤဨࡢせㄳᛂ࠼࡚࣑ࢽࢥࣥࢧ࣮ࢺࢆ㛤ദࡍࡿࡓࡵࠊᏛࡽࡀ⌧ᆅࢆゼၥࡋࡲࡋࡓࠋ ᖺ 
᭶ࡣࠊẼᕷෆࡢᑠᏛᰯ࡛ᅜ㝿ὶᤵᴗࢆᐇࠋࡑࡋ࡚ࠊᖺ  ᭶ࡣẼᓥࡘࡤࡁ࣐ࣛ
ࢯࣥཧຍࡍࡿࡶࠊ๓ኪ⚍ࡋ࡚࣑ࢽࢥࣥࢧ࣮ࢺࢆ㛤ദࡋ
࡚ࠊ⏬ࢆ┒ࡾୖࡆࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡲ࡛  ᅇࠊ⌧ᆅࢆゼࢀ࡚άື
ཧຍࡋࡓ๓㛗ࡢ࢚ࢯࢲ࣭ࣂࢫࢿࢵࢺࡉࢇࡣࠕẼࡢⓙࡉࢇࡢ
➗㢦ࠊࡇࡕࡽࡀຬẼࡸඖẼࢆࡶࡽ࠺ࡇࡀከࡗࡓ࡛ࡍࠋ⚾ࡢ
ẕᅜࢿࣃ࣮ࣝࡶᖺࠊᆅ㟈ぢ⯙ࢃࢀࠊࡁ࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡲࡋ
ࡓࠋ᪥ᮏ࣭ࢿࣃ࣮ࣝࡢ୧⿕⅏ᆅࡢⓙࡉࢇᡭࢆᦠ࠼ࠊᏛ༠ຊ
ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⯆ᨭᑾຊࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠖㄒࡾࡲࡋࡓࠋ

ベトナムの学友が視覚障害者と交流
࣋ࢺࢼ࣒ࡢᏛࢢ࣮ࣝࣉࡀ  ᭶  ᪥ࠊ࣮࣍ࢳ࣑ࣥᕷ
ෆࡢどぬ㞀ᐖ⪅⚟♴タࢆゼၥࡋࠊᐤ㔠ࡸ᪥⏝ရࢆ
㉗࿊ࡋࡲࡋࡓࠋ
ᅇཧຍࡋࡓࡢࡣࠊ⡿ᒣᏛࡀ  ேࠊேࡸᐙ᪘ࡀ
 ேࠊ᪥ᮏࡽ➨  ᆅ༊ᯇᡞ୰ኸ㹐㹁ဨࡀ  ே
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