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●司　会　　松本　和晃ＳＡＡ

●点　鐘　　牛山　裕子会長

まもなく暦の上では春になります。ただ風邪やインフル

エンザも猛威をふるっております。

くれぐれもご自愛ください。お元気で例会に御出席くだ

さいますようお願い致します。

●斉　唱　　「国歌斉唱」「奉仕の理想」

　　　　　　　　　　　　　伊藤　佳子ソングリーダー

来訪ロータリアン紹介　中村　孝親睦委員長

川崎中央RC　中村紀美子様

2月の入会祝い　中村　孝親睦委員長

　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

　秦　　琢二会員　2006年2月22日

　沼田　直輝会員　2011年2月9日
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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

会長報告　　　　　　　　　　　　　　牛山　裕子会長

・Monthly　Letter　Vol.8

後のページに川崎大師RC新入会員４名のご紹介がされ

ています。

硲さん、星野さん、森田さん、八尋さん

・抜粋の綴り

今年はグリーンです。

皆様、経緯はご存じかと思いますが金庫を作っている会

社「クマヒラ」が抜粋の綴りの編集をし、ロータリーで

配布しています。どこのロータリーにいってもロータリ

アンは皆１冊ずつ持っています。

今回で７６冊目になります。中身は、ロータリアンでな

ければ書けないものもありますし、一般の方が書いてら

っしゃることもありますが、大変にほのぼのとする随筆、

エッセイ的なものが多いのでお目通しいただきたいと思

います。

幹事報告　　　　　　　　　　　　　　　水口　衛幹事

①南三陸町立戸倉小学校より葉書がきています。

②後ほど委員会から報告があると思います。創立44周年

記念例会の出欠表回覧します。

③台北西門ロータリークラブの40周年記念式典の出欠の

回覧。

④2月18日　多摩川土手清掃出欠の回覧。

⑤各クラブより例会変更の案内の回覧。

⑥ロータリー経営大講演会のパンフレットを配布してあ

ります。４月２２日　神奈川県民ホールで行うもので、

（これまではIMという形で行っていたもの）知り合いの

方などで参加をしたい方などにお渡しいただき、参加さ

れる方はクラブもしくは下記のメールアドレスに送信く

ださい。１名以上参加申込みをしたい方は事務局に用紙

がありますので問い合わせください。

メイクアップ

嶋﨑嘉夫会員、須山文夫会員、坂東保則会員

船木幸雄会員、大﨑克之会員、松本和晃会員

星野祐司会員

出席報告　　　　　　　　　　　石渡　利治出席委員長
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スマイルレポート（ニコニコボックス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　須山　文夫副会長

川崎中央RC　中村紀美子殿

今年も宜しくお願い致します。

星野祐司会員

今年もよろしくお願い致します。

野澤隆幸会員

先日のクラブ創立４５周年実行委員会にご出席有難うご

ざいました。

横山俊夫会員

初孫の初参りでは、出井さん、伊藤さんには大変お世話

になり、ありがとうございました。

竹田正和会員

誕生祝いをありがとうございます。

・本日おみくじ引いた所、大吉でした。

・中村直前会長ようこそ！！

牛山裕子会長

①黒澤雑誌・広報委員長様「ロータリーの友」２月号、

精読よろしくお願い致します。

②間もなく春です。皆様、ご健康に留意されて例会ご出

席続けて下さい。

本日のニコニコのテーマ

「黒澤委員長、ロータリーの友精読　

　　　　　　宜しくお願いいたします」

中村眞治会員、宮沢和徳会員、秦　琢二会員

石渡利治会員、黒澤　穣会員、船山佳則会員

伊藤佳子会員、内田省治会員、竹中裕彦会員

猪狩佳亮会員、船木幸雄会員、水口　衛会員

松本和晃会員、鈴木昇二会員、岩井茂次会員

沼田直輝会員、細谷重徳会員、小林勇次会員

大藪善一会員、出井宏樹会員

　　　　　　　　　　　　　　　合計　３８，０００円

●親睦委員会　中村　孝委員長

先ほど幹事から報告がございましたが、２２日水曜日横

浜ベイシェラトン３階「彩龍」にて

創立44周年記念例会を行います。

沢山の方にご参加頂き、親睦を深めたいと思っておりま

すので宜しくお願いします。

●地域発展・環境保全委員会　秦　琢二委員長

２月１８日土曜日、殿町小学校と共同で多摩川土手清掃

を行います。

毎年人数が少ないです。是非ともご協力宜しくお願いし

ます。

参加される方、例年とても寒いです。防寒をしっかりし

て参加ください。
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●職業奉仕委員会　３分間スピーチ　鈴木幹久委員長

　横山俊夫会員のプロフィール

　RC入会：２０００年７月５日　16年７ヶ月

　職業分類：生花販売　㈲花紋　代表取締役

　学歴：日本大学農芸化学科

　RCT：2012-13　第４０代会長

　地区活動：2015-16　ローターアクト委員長

３分間スピーチ　横山俊夫会員

ご丁寧な紹介ありがとうございました。ロータリーに入

って間もなく17年になりますが、今日の一輪挿しや奥様

のお花などや皆様にかわいがって頂きありがとうござい

ました。

農芸化学などというとすごく偉そうですが、日本大学の

農獣医学部の中の農芸化学科ということで、将来的に花

屋をやるのかなということで、土壌とかバクテリア云々

の研究部所でした。そのため授業はほとんど白衣を着て

やっていました。医者みたいでかっこいいと思っていた

のですが、実はあまり実験など好きではないので、他の

人は穴が開いたりするのですが私の白衣はいつも真っ白

でよく同僚に替えてくれと、いかにもやってました体で

学校に通っていました。

大学２年間が藤沢校舎で３年から三軒茶屋に移ります。

早く東京に行きたくて、行きたくてしょうがなかったの

を思い出します。私の息子も同じ道を歩みました。息子

の時には農獣医でなく生物資源学部に変わっていて、校

舎も綺麗になり、３年次からまた東京でした。親父の背

中を見て歩くのかなあと、非常に嬉しく思っております。

今、全く違う会社に勤めておりますが・・。将来どうな

るのでしょうか？？

ご案内のように花紋は私の代で３代になります。

会社にしてから６０年少し過ぎました。その前からだと

７０年でしょうか。明治生まれのおじいさんが仕事が大

好きで３度の飯より仕事人でした。そのおじいさんが元

気な時から見ておりましたので、ぼくはあまりがつがつ

やるのは好きではないので、どちらかというと合理的に

仕事をします。そのためおじいさんと父によく叱られた

のを思い出します。

失敗とかという話ですが、平成５年、まだバブルが絶好

調の時に私共の店も様々な団体の方々とおつきあいがご

ざいまして非常に良いお客様だったんです。お祝い事、

仏事にしても非常に見栄を張りますので大変良いお客様

でした。

一番困るのが、今日注文がはいって、今日の夕方までと

か。どこかあっちに行け、こっちにいけとかあったので

すがその中で１つだけ大きな仕事がきました。

その当時で３００基くらいの葬儀の生花で大きなお寺で

やるので頼むよということでした。当然うちではすぐに

手配できないので仲間の花屋さんにお願いをしていくつ

か振り分けながら納めましたが、生花には名札がつくん

です。肩書きがうるさい。

この順番を間違えてとんでもない目にあいました。偉い

人はどういうわけか一番 後に来るんです。全部付け終

わった後に来て、あそこ違うぞとなれば全部ひっくり返

さなければならない。大変苦労した記憶があります。お

かげさまでそれからその事務局にお願いしてきちんとし

た組織図をもらって常にそれをおいてあります。大変大

きな仕事でしたがいい思いをさせていただいたのかなと

思っています。

今はいろいろなところでそんなに派手にやるところはな

いですがいろいろな関わりの中で今日までやってこられ

たのかなと思っております。今は皆さんに愛されて花屋

を続けております。

皆さんにお願いしたい。特に男性の方、花は自分の代わ

りに語ってくれます。

是非、私のお店の花でなくてもお買い求めいただきなに

げなく一輪でも飾ってあると空気が和やかになるという

ことで、多くの方にお花を愛して頂ければと思います。

ありがとうございました。
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ロータリーの友　精読　

雑誌広報委員会　黒澤　穣委員長

表紙、ずいぶんローカルというか古くさい写真です。

27Pからスタートします。

ロータリーの創始者ポール・ハリスの写真が表紙になっ

ています。

2月23日がロータリー創立記念日だからです。1905年3人

の仲間と会合を持ちました。

その時の４人が表紙を飾っているメンバーです。

・3P　RI会長メッセージ

・8P～10P

人数が少なくなりクラブが合併した等々の記事が載って

います。

・22P～26P

日本のロータリーが１００年を迎えるに当たって

５名での座談会形式で記事がのっています。

・30P、31P

熊本地震、東日本大震災ここで野球好きのロータリアン

の思いを届けるということで、ボールを届けたりとか横

浜市からいらなくなった自転車をもらい寄贈したとか、

少年サッカー大会を開催したなどの記事がのっています。

・38P　パズル　DE　ロータリー

ロータリーには希望の風奨学金があります

２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災により災

害遺児となった青少年達に少しでも学業が継続できる

教育支援をしていきたいという思いから発足した国内外、

ロータリークラブ会員により立ち上げられたた会であり

その「ロータリー希望の風奨学金」が立ち上がりました。

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　　　　　　　　　　　　　　　牛山　裕子会長

黒澤委員長、新年のお忙しい中ロータリーの友を読み込

んでいただきありがとうございました。

ロータリーが誕生した頃、この写真は貴重です。皆様こ

の号はなくさないでください。

１点。平成でなく女性会員が１９８９年から入会できた

というのは皆さんそのように思い込んでいるんです。そ

の前は女性会員はなんとなくアメリカではロータリーに

いられたんです。私もそうでした。

ところが、たぶん１９８５年頃アメリカ大統領が突如女

性は出て行けと発言なさいました。

家族会員は残してあげるよということでしたが、女性会

員は面倒くさいから皆引っ込んだんです。

だけれど納得いかないから裁判を起こしました。そして

１９８９年に勝訴して女性が堂々と入会できるようにな

った、ということです。女性の社会的な見方が上がった

のかどうか、なんとも言えませんけれどアメリカは面白

い国だなと今も思っています。ありがとうございました。

●点　鐘　　牛山　裕子会長

日時：平成２９年２月１５日㈬は

　　　通常例会です。

　　　卓話者：地区グローバル補助金委員会

　　　　　　　委員長　竹中裕彦様

小林　勇次／秦　琢二／沼田　直輝
クラブ
会　報
委員会


