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来訪ロータリアンのご紹介

中村

川崎ロータリークラブ

秀基様です

会長報告

加治

孝親睦委員長

牛山

裕子会長

１．第55回ロータリアン展のお知らせ
毎年横浜方面の方々が中心となって行っています。今年
は4月21日から26日
場所：ギャルリーパリ（日本大通り）、須藤弁護士の事
務所のある建物です。
受付においてございますので応募なさる方は、お読みに
なってご応募ください。

●点

鐘

牛山

裕子会長

●斉

唱

「我らの生業」
伊藤

佳子ソングリーダー

２．第1回日本財団セミナー（ロータリアン向け）
名古屋、豊田ロータリークラブが中心となって行います
日程は3月24日～26日の3日間です。非常に厳しい日程で
ごく最近のお知らせです。
お申し込みになる方は書面をお渡ししますのでよろしく
お願いします。
３．川崎市民アカデミー2017年度前期受講生の募集が配
布されました。必要な方は受付においてあります。

卓話者の紹介 牛山 裕子会長
私共の会員でもございます、国際ロータリー2590地区
地区グローバル補助金委員会 委員長 竹中裕彦様
川崎大師ロータリークラブ
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衛幹事
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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

１．昨年１１月野球同好会でロータリーグレン＆千杯
田中作次旗 第１３回ロータリー選抜野球大会。ホスト
クラブである熊野ロータリークラブより週報とDVDで野
球の試合に出た時の写真が届いています。DVDは事務局
においておきます。週報は回覧いたします。
２．多摩川河川敷 地域環境美化保全運動１８日土曜日
出欠の出されていない方は今日が最後になりますので必
ず出欠をよろしくお願いします。
３．４月２２日 ロータリー経営大講演会 出欠も本日
が締切りになります。懇親会等に出欠出されていないか
たよろしくお願いします。
４．各クラブの例会変更の案内がきています。

川崎RC 加治秀基様
初めて来させていただきました。寺尾さんにはいつもお
世話になっています。
嶋崎嘉夫会員
新春の集いでは、大勢の皆様にお世話になりましてあり
がとうございました。
寺尾 巌会員
ご無沙汰致しまして申し訳ありません。ちっと体調が悪
かったので・・・元気になりました
出席報告

石渡
会員数

対象者 出

利治出席委員長

席 欠

席

出席率

2128回

５９

４９

３７

１３

75.51 ％

2126回

５９

４８

３５

１３

72.91 ％

前々回の修正 メークアップ 2 名 修正出席率
メイクアップ
林 鶴会員、坂東保則会員

77.08 ％

岩井茂次会員
①本日例会終了後、13：45より会議室にて第2回次年度
理事会を開催します。
出席対象の皆さんよろしくお願い致します。
②竹中さん「よくわかるロータリー財団」楽しみにして
います！！
遠藤悦弘会員
所用にて早退させて戴きます。
竹中裕彦会員
①財団卓話のご希望を頂きありがとうございます。宜し
くお願い致します。
②楽しい勉強会を例会後開催致します。１日で全部やろ
うとしたら準備が大変でした。
牛山裕子会長
地区グローバル補助金委員会
よろしくお願い致します。
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本日のニコニコのテーマ
「地区グローバル補助金委員長竹中様、
本日の卓話宜しくお願いいたします。」
鈴木昇二会員、永松慎太郎会員、宮沢和徳会員
出井宏樹会員、竹田正和会員、猪狩佳亮会員
中村眞治会員、伊藤佳子会員、黒澤 穣会員
水口 衛会員、横山俊夫会員、野澤隆幸会員
船木幸雄会員、小林勇次会員、沼田直輝会員
布川二三夫会員、須山文夫会員、石渡勝朗会員
内田省治会員
４０,０００円

委員会報告
研修委員会 竹中裕彦委員長
本日例会終了後に新会員を中心としてロータリーを学ん
で楽しむ会を開催します。
今期、矢野増強委員長をはじめ増強委員会の皆様に大変
ご尽力をいただきまして４名の新しい会員の方をお迎え
しております。今ロータリー用語が飛び交っているかと
思いますが、この方々が少しでも理解の役にたっていた
だけるような形で本日の例会終了後と、４月６月を予定
しております。
是非楽しみながら学んでいきたいと思っております。
ベテランの会員の方ももしお時間ありましたら例会終了
後この場所に残っていただければと思っています。
よろしくお願いします。

社会奉仕委員会 秦 琢二委員長
2月18日土曜日10時から殿町小学校に於て多摩川清掃を
開始します。出席できないとお返事いただいた方も、も
し当日ご都合がよろしければ10時、時間過ぎても多摩川
におりますので大丈夫ですので、是非ともご参加よろし
くお願いします。
次年度幹事 秦 琢二会員
次年度理事会を1時45分から行います。対象者の方は出
席宜しくお願いします。
2590地区2017-18地区研修協議会の案内がきています。
対象者の方にはメール等でお知らせしてありますが、改
めてご案内させていただきます。
2017年4月2日日曜日 12時30分（登録11時30分～）
聖光学院です。ご参加をお待ちしております。
親睦委員会 中村 孝委員長
次週２２日創立記念移動例会になっています。出席予定
の方は横浜ベイシェラトン １８時点鐘となっていま
す。
お間違えないようによろしくお願いします。

国際奉仕委員会 猪狩佳亮委員長
３月台北４０周年にご参加いただく会員の方、お祝い金
に充てたいと思いますので皆様一律で１万円をお願いし
ます。
例会終了後にお持ちください。
川崎大師ロータリークラブ
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鈴木幹久委員長

３分間スピーチ 野澤隆幸会員紹介
プロフィール
①RC入会 1990年10月17日 27年4ヶ月
②学歴 大正大学仏教学部真言学科卒
③職業分類 仏教（真言宗）
１.大本山川崎大師平間寺 長臈（元執事長）
２.正泉寺 長老（先代住職）
④RC歴 2007-08 第３５代会長
⑤地区活動 2003-04 拡大増強委員会委員長
2007-08 女性委員会委員

３分間スピーチ

野澤

隆幸会員

「奉仕」という言葉には、「国家、社会や目上の人など
のために、私心（自分の利益だけを考える心）
を捨てて力を尽くすこと」という意味があります。
ロータリーにもクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際
奉仕、青少年奉仕の５つの奉仕部門があってそれぞれの
部門において会員の皆さんが活動されています。
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私は昭和１９年（１９４４年・終戦の前年）、神奈川県
立川崎中学校の学生（１３歳）の時、当時国の政策であ
った学徒勤労動員、つまり勤労奉仕に駆り出されました。
この年、２学期から授業を離れ、川崎駅西口にあった東
芝柳町工場に日々通うことになりました。ここでは日本
軍のレーダー用の大型真空管製造部門に配置されました。
これから数ヶ月後には、勤労奉仕。御殿場線・松田駅
から行軍（軍隊が隊列をととのえ、徒歩で移動するこ
と）して、１０キロ足柄上軍寄（ヤドリキ）村に着き、
農家に学生２人ずつが分宿することになりました。これ
は当時アメリカ軍が相模湾に上陸を決行するであろうと
いう想定のもとに、これを迎え撃つための陣地構築、勿
論兵隊さんと一体となった作業でした。本土空襲も激し
くなり、被害も日々に増大しました。
昭和２０年６月、沖縄戦では大きな犠牲が払われて敗れ、
アメリカ軍が占領するところとなりました。いよいよ本
土決戦の態勢がとられると、アメリカ軍も首都・東京制
圧のために東は九十九里の海岸、西は相模湾の茅ヶ崎海
岸に上陸決行する計画（コロネット作戦）を立てたとい
うことでした。私たち中学生は、このための陣地構築の
勤労奉仕に従事したのでした。
昭和20年5月29日、横浜大空襲があって、私は寄村から
横浜方面の真っ赤になった空を見つめていました。しば
らくしてから父からの１枚のはがきが届き、生麦の寺は
無事であった事を知らされ、涙ながらに何度も読み返し
たことを今も鮮明に覚えています。
結局、本土上陸作戦は実行さることなく、８月１５日、
戻った東芝柳町工場の焼け跡に立って玉音放送を聴いて
終戦を迎えたのです。
この勤労奉仕を体験して、空しさがある一方で辛いとき、
苦しいときに心（しん）から耐えることを学ぶこともで
きました。

卓話者紹介

プログラム委員会

内田省治委員長

川崎大師ロータリークラブ
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我らの仲間であります竹中裕彦様であります。
演題は「ロータリー財団ってなに？」
昭和３５年６月２４日生
略歴 昭和５９年３月 関西学院大学 経済学部卒業
昭和５９年４月 日鐵建材工業入社
平成 ７年４月 ソニー生命保険入社
平成１０年３月 川崎大師RC入会
平成１７年－１８年 幹事
平成２６年－２７年 会長
平成２０年－２１年 （地区）LYRA委員長
平成２８年－２９年 （地区）グローバル
補助金委員長

2016-17年度 国際ロータリー第2590地区
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国際ロータリー2590地区
地区グローバル補助金委員会

委員長

竹中裕彦様
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内田プログラム委員長、ご丁寧な紹介ありがとうござい
ました。
牛山会長のポールハリスソサエティーはじめ会員皆様方
のロータリー財団への理解とご寄付を賜わりまして
誠にありがとうございます。心より御礼を申し上げます。
ロータリー財団を少しでも身近に感じていただければと
思いこのような演題にさせていただきました。
財団１００周年にあたり、３年前から未来の夢計画とい
うことで新しく変わっています。
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ڦዡᏛ㔠

㸴ࡘࡢ㔜Ⅼศ㔝㛵㐃ࡍࡿᏛ㝔ࣞ࣋ࣝࡢ␃Ꮫࢆᨭ
⫋ڦᴗ◊ಟࢳ࣮࣒

977

ᑓ㛛⫋ᴗேࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆᾏእὴ㐵ࡋࠊ⌧ᆅࡢேࠎ
ࡢᣦᑟࡸ◊ಟࡢཧຍ࡞ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅᇦࡢⓎᒎ⬟
ຊྥୖࢆᨭࡍࡿ

টॱشজشଃ੮ҩҩҩॢটشংঝଓஃস

ே㐨ⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᥦせ㡿

ᖺᗘᢤ⢋

ڦ㸴ࡘࡢ㔜Ⅼศ㔝㛵㐃ࡋࡓᅜ㝿ዊࣉࣟࢪ࢙ࢡ

ࢺ࡛࠶ࡿ
ڦᐇᅜഃࡢᙉ࠸せᮃࡀ㢧ᅾࡍࡿࡇ
ࡿ࡞␗ڦᅜ࠶ࡿࡘࡢᥦၐ⪅ ࢡࣛࣈᆅ༊ ࡀ㛵
ࡍࡿࡇ
ڦᐇᅜࢡࣛࣈࡶཧຍ㈨᱁ㄆᐃ 028 ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ
ڦᣢ⥆ྍ⬟࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛࠶ࡿ

6頁

㸧⣮தண㜵௰㛵ࡍࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࡢ◊ಟ
㸧⣮தᆅᇦ࠾ࡅࡿᖹᵓ⠏ࡢᨭ
㸧ᖹ⣮தண㜵⣮தゎỴ㛵㐃ࡋࡓ࡛ά㌍
ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍᑓ㛛⫋ᴗேࡢⅭࡢዡᏛ㔠ᨭ

㸧ᆅඖࡢ་⒪ᚑ⪅ࡢ⬟ຊྥୖ
㸧ఏᰁࡢఏࢆ㣗࠸ṆࡵࠊྜేࢆῶࡽࡍⅭࡢࠊ
ண㜵ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᥎㐍
㸧ᆅᇦ♫ࡢ་⒪ࣥࣇࣛࡢᨵၿ
㸧࡞ࡢᘏࢆ㜵ṆࡍࡿⅭࡢࠊᆅᇦ♫ࡢே
ࠎࡢᩍ⫱ືဨ

ॢটشংঝଓஃসҩҩҩڲणभਡী
㸧ࡲࡓࡣࢣ࢞ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ㌟య㞀
ᐖࡢண㜵
ڦỈ⾨⏕タഛ

㸧ᆅᇦ♫࠾ࡅࡿᏳ࡞Ỉࡢබᖹ࡞ᥦ౪ࠊ⾨⏕
タഛࡸ⾨⏕≧ἣࡢᨵၿ
㸧ᣢ⥆ྍ⬟࡞Ỉタഛࡢタ⨨ࠊ㈨㔠ㄪ㐩ࠊ⥔ᣢ⟶⌮
ࢆᆅᇦ♫ࡀ⮬ࡽ⾜ࡗ࡚࠸ࡃⅭࡢ⬟ຊྥୖ
㸧Ᏻ࡞Ỉ⾨⏕ࡢ㔜せᛶࡘ࠸࡚ࠊᆅᇦ♫ࡢ
ேࠎࡢㄆ㆑ࢆ㧗ࡵࡿⅭࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛᨭ
㸧Ỉ⾨⏕㛵㐃ࡋࡓ࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ
┠ᣦࡍᑓ㛛⫋ᴗேࡢࡓࡵࡢዡᏛ㔠ᨭ

川崎大師ロータリークラブ

ROTARY SERVING HUMANITY

人類に奉仕するロータリー

ॢটشংঝଓஃসҩҩҩڲणभਡী
ڦẕᏊࡢᗣ

㸧㸳ṓᮍ‶ࡢᗂඣࡢṚஸ⋡⨯ᝈ⋡ࡢ๐ῶ
㸧ዷ፬ࡢṚஸ⋡⨯ᝈ⋡ࡢ๐ῶ
㸧ከࡃࡢẕᏊᑐࡍࡿᇶᮏⓗ࡞་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ
౪ࠊᆅᇦ♫ࡢ་⒪࣭ಖ㛵ಀࡢ࣮ࣜࢲ࣮་
⒪ᥦ౪⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓẕᏊࡢᗣ㛵ࡍࡿ◊ಟ
㸧ẕᏊࡢᗣ㛵㐃ࡋࡓ࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡃࡇ
ࢆ┠ᣦࡍᑓ㛛⫋ᴗேࡢⅭࡢዡᏛ㔠ࡢᨭ
ڦᇶᮏⓗᩍ⫱㆑Ꮠ⋡ྥୖ

㸧ᇶᮏⓗᩍ⫱㆑Ꮠ⬟ຊࢆ࡚ࡢேࠎ࠼ࡿᆅ
ᇦ♫ࡢຊࢆ㧗ࡵࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᨭࡋࠊᆅᇦ
♫ࡢཧຍࢆಁ㐍

2016-17年度 国際ロータリー第2590地区

ዡᏛ㔠ไᗘ䛾✀㢮

䞉㻝㻚䜾䝻䞊䝞䝹䠄䠣䠣䠅ዡᏛ㔠
㻝㻚䛂ᖹ䛸⣮த㻛⣮தゎỴ䛃
㻟㻚䛂Ỉ䛸⾨⏕タഛ䛃
㻡㻚䛂ᇶᮏⓗᩍ⫱䛸㆑Ꮠ⋡䛾ྥୖ䛃

䠄䠬㻟㻠䠅

㻞㻚䛂ண㜵䛸⒪䛃
㻠㻚䛂ẕᏊ䛾ᗣ䛃
䠒㻚䛂⤒῭䛸ᆅᇦ♫䛾Ⓨᒎ䛃

䞉㻞㻚ᆅ༊䠄䠠䠣䠅ዡᏛ㔠

䠄䠬㻟㻥䠅

ᑓᨷศ㔝䛺䛹䛻ไ㝈䛺䛧
㻖⌧ᅾ䚸䛾ᆅ༊䛷䛿䜋䛸䜣䛹⾜䜟䜜䛶䛔䛺䛔㡢ᴦ䜔ⱁ⾡䛾ᑓ
㛛ᛶ䜢⏕䛛䛧䛯ඃ⚽䛺Ꮫ⏕䜢㑅䜃䜎䛩䚹
ᚑ᮶䛾ᅜ㝿ぶၿዡᏛ⏕䛾ὶ䜜䛾୍㒊䜢Ữ䜣䛷䛔䜎䛩䚹
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ॢটشংঝଓஃসҩҩҩڲणभਡী
㸧ᆅᇦ♫࠾ࡅࡿᡂேࡢ㆑Ꮠ⋡ࡢྥୖ
㸧ᩍ⫱࠾ࡅࡿ⏨ዪ᱁ᕪࢆῶࡽࡍⅭࡢάື
㸧ᇶᮏⓗᩍ⫱㆑Ꮠ⋡ྥୖ㛵㐃ࡋࡓ࡛ά㌍
ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ┠ᣦࡍᑓ㛛⫋ᴗேࡢⅭࡢዡᏛ㔠
ᨭ
῭⤒ڦᆅᇦ♫ࡢⓎᒎ

㸧㈋ࡋ࠸ᆅᇦ♫ࡢⓎᒎࢆಁࡍⅭࡢࠊ㉳ᴗᐙ࣭ᆅ
ᇦ♫ࡢ࣮ࣜࢲ࣮࣭ᆅඖᅋయ࣭ᆅᇦ♫ࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ⬟ຊࡢྥୖ
㸧⏕⏘ᛶࡢ㧗࠸ࡢᶵࡢฟ
㸧ᨭࡀ⾜ࡁᒆ࠸࡚࠸࡞࠸ᆅᇦ♫࡛ࡢ㈋ᅔࡢ๐
ῶ

䜾䝻䞊䝞䝹ዡᏛ㔠䛸ᆅ༊ዡᏛ㔠䛾㐪䛔
ዡᏛ⏕༊ศ

䜾䝻䞊䝞䝹ዡᏛ⏕

ᆅ༊ዡᏛ⏕

䠄䠣䠣䠅

䠄䠠䠣䠅

᥇⏝ேᩘ

㻞ྡ

㻞䡚㻟ྡ

䠣䠣ᛂເ䛜↓䛔
ሙྜ䛿⩣ᖺ䛻⧞
㉺䛧䛾ྍ⬟䛒䜚

ᨭ⤥㔠㢠

⥲㢠㻟㻞㻘㻜㻜㻜䝗䝹㻛௳

ୖ㝈㻞㻣㻘㻜㻜㻜䝗䝹㻛
௳

ᆅ༊ዡᏛ⏕䛿ୖ
㝈䜢㻞㻣㻘㻜㻜㻜䝗䝹䛸
䛩䜛

◊✲⛉┠

㻢䛴䛾㔜Ⅼศ㔝
䛾䜏

⮬⏤

㼀㻾㻲

䠠㻞㻡㻥㻜ᆅ༊

ᆅ༊䛿䠣䠣䜢᥎
⸀䛩䜛䛾䜏

⏦ㄳ䛺䛧

䠣䠣䛿௦⾲㐃⤡
ᢸᙜ⪅➼䛜ᚲせ
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㸧⤒῭ᆅᇦ♫ࡢⓎᒎ㛵㐃ࡋࡓ࡛ά㌍ࡋ
࡚࠸ࡃࡇࢆ┠ᣦࡍᑓ㛛⫋ᴗேࡢⅭࡢዡᏛ㔠ᨭ


ഛ

⪃

ෆᐜ㡯┠

ᢎㄆ䠄᥇⏝䠅ᶵ㛵
䜸䞁䝷䜲䞁䝅䝇䝔䝮

ॢটشংঝଓஃসҩҩҩڲणभਡী
টॱشজشଃ੮ॢشটشংঝଓஃস

䠄䠬㻥䠅

䠄䝻䞊䝍䝸䞊㈈ᅋ䠅

䡱䢙䢓䡮䢙⏦ㄳ

䜾䝻䞊䝞䝹䠄䠣䠣䠅ዡᏛ⏕䛾ὀព㡯䐟
䠄ᢤ⢋䠅
㻝㻚 ᚑ᮶䚸ከ䛟䛒䛳䛯㡢ᴦ䜔ⱁ⾡䛿ᑐ㇟እ䛸䛺䜚䜎䛩䚹䠄䠬㻟㻠䠅
㻞㻚 Ꮫ㝔䜎䛯䛿䚸Ꮫ㝔௨ୖ䛻┦ᙜ䛩䜛ᑓ㛛ᛶ䛾◊✲䝺䝧䝹
䛜ᚲせ䛸䛺䜚䜎䛩䚹䠄䠬㻟㻠䠅
㻟㻚 ᐇᅜ䠄␃Ꮫඛ䠅䛻ཷ䛡ධ䜜䜽䝷䝤䛜ᚲせ䛸䛺䜚䜎䛩䚹䠄䠬㻟㻣䠅
㻠㻚 㻞㻡㻥㻜ᆅ༊䛾㑅⪃䛻ྜ᱁䛧䛶䜒䝻䞊䝍䝸䞊㈈ᅋ䠄㼀㻾㻲䞉⡿ᅜ
䜶䝞䞁䝇䝖䞁䠅䛾ᢎㄆ䛜㝆䜚䛺䛔ሙྜ䛿ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔䚹
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টॱشজشଃ੮भॢটشংঝଓஃস

䜾䝻䞊䝞䝹䠄䠣䠣䠅ዡᏛ⏕䛾ὀព㡯䐠
䠄䜽䝷䝤䛜⾜䛖‽ഛ䠅 䠄䠬㻟㻢䡚䠬㻟㻣䠅

ᣢ⥆ྍ⬟࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸴ࡘࡢࢫࢸࢵࣉ
 ڦ㸧ᆅᇦ♫ࡢࢽ࣮ࢬᙉࡳࢆㄪᰝࡍࡿ
ڦ

㸧ᜠᜨࢆཷࡅࡿேࠎ㛵ࡋ࡚ࡶࡽ࠺

ڦ

㸧◊ಟࠊᩍ⫱ࠊࡧࡅࢆ⾜࠺

ڦ

㸧⌧ᆅ࡛≀㈨ࢆㄪ㐩ࡍࡿ

ڦ

㸧⌧ᆅࡢ㈨㔠※ࢆ☜ಖࡍࡿ

ڦ

㸧ࣔࢽࢱࣜࣥࢢホ౯ࢆḞࡉ࡞࠸

㻝㻚 䜽䝷䝤ෆ䛷䛾㑅⪃䠄㠃᥋䛺䛹䠅䛷䛾᥎⸀
㻞㻚 ᢸᙜ⪅䛾㑅ᐃ
㼍㻚 ௦⾲㐃⤡ᢸᙜ⪅
㼎㻚 㐃⤡ᢸᙜ⪅

䠍ྡ
䠎ྡ

㻟㻚 䜸䞁䝷䜲䞁⏦ㄳ䛾‽ഛ䠄㼀㻾㻲䠅
䠄䝬
䝬䜲䝻䞊䝍䝸䞊䛾๓Ⓩ㘓䛜ᚲせ䛻䛺䜚䜎䛩䠅
㻠㻚 ᐇᅜ䛾䝩䝇䝖䜽䝷䝤ೃ⿵䜢᥈䛧΅䜢⾜䛖䚹
㻖ᆅ༊䠮㈈ᅋ䚸ጤဨ䜒༠ຊ
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川崎大師ロータリークラブ

7頁

ROTARY SERVING HUMANITY

ᖺ㛫ணᐃ⾲㸦ᢤ⢋㸧
ᖺ᭶

人類に奉仕するロータリー

2016-17年度 国際ロータリー第2590地区

ฟᖍ⩏ົ⪅

ྡ⛠࣭⾜ෆᐜ

ࢡࣛࣈ

ᖺ ᭶ ᆅ༊㹐㈈ᅋࢭ࣑ࢼ࣮

⏦ㄳ⪅

ഛ

977*6(ࡢ㐪࠸

⪃

᪂ᖺᗘィ⏬➼ࡢㄝ᫂

ࠐ

᭶㹼

ዡᏛ㔠ເ㞟㛤ጞ



᭶

⿵ຓ㔠⟶⌮ࢭ࣑ࢼ࣮

ࠐ

ᖺ ᭶

ዡᏛ⏕ເ㞟⥾ษࡾ



ࠐ

᭶

㑅⪃㸦㠃᥋㸧

ࠐ

ࠐ

᭶

Ꮫ⥲࣭ᖐᅜሗ࿌࣭
ղ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ

ࠐ

ࠐ

᭶

ኊ⾜ճ㺓㺶㺒㺻㺡㺎㺚㺌㺻

ࠐ

ࠐ

䠲䠰䠰

㻳㻿㻱

ᮇ㛫䠄ᖺᗘ䠅

ᖺᗘไ㝈䛺䛧

༢ᖺᗘ䠄ᇶᮏ䠅

䝏䞊䝮䝸䞊䝎䞊
䝏䞊䝮⦅ᡂ

ᚲ䛪䛧䜒䝻䞊䝍䝸䜰䞁
䛷䛺䛟䛸䜒Ⰻ䛔
୍᪉䛾䜏䛷䜒ྍ⬟

䝻䞊䝍䝸䜰䞁䛾䜏
᪉䛾ᅜ䛷ฟ䛧ྜ䛖

ᡂᯝ᳨ド

ᚲせ䠄ᣢ⥆䛾ྍ⬟ᛶ䠅

䛺 䛧

ண ⟬

䠁㻟㻜㻘㻜㻜㻜௨ୖ

䠰䠮䠢ண⟬

⏦ㄳ⪅ࢡࣛࣈゼၥ㠃
᥋

ࠐ

ࢡࣛࣈ㛗࣭࢚ࣞࢡ
ࢺ࣭㹐㈈ᅋጤဨ㛗

ࢡࣛࣈཷ⥾ษࡾ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝዡᏛ⏕࣭
ᆅ༊ዡᏛ⏕

㸦㹎㸷㸧

㹂ࡢྜྠኊ
⾜
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䝇䝫䞁䝃䞊䜽䝷䝤䞉䜹䜴䞁䝉䝷䞊䛾ᙺ
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䠄䠬㻟㻢䡚㻟㻣䞉䠬㻠㻝䠅

⤊ࢃࡾ㹼ᕝᓮᖌ㹐㹁ࡢⓙᵝ

䠍䚸␃Ꮫ๓䞉␃Ꮫ୰䞉ᖐᅜᚋ䜢㏻䛧ዡᏛ⏕䠄Ꮫ䠅䜢䜰䝅䝇䝖
䛧䚸䝻䞊䝍䝸䞊䛸ዡᏛ⏕䛸䛾㛫䛻⏕ᾭ䛻䜟䛯䜛㛵ಀ䜢
⠏䛔䛶䜒䜙䛖䚹

᪥ᮏࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊୡ⏺࡛ே㐨ⓗ
࡞ዊᴗࡢᐇ㊶ࡸⱝࡁ࣮ࣜࢲ
࣮ࢆ⫱ᡂࡍࡿேᮦ㑅⪃ࢆ࠾㢪࠸
⮴ࡋࡲࡍࠋ
'RLQJ*RRGLQ7KH:RUOG

䠎䚸␃Ꮫ๓䞉ᖐᅜᚋ䛻䝇䝫䞁䝃䞊䜽䝷䝤䛾άື䛻ዡᏛ⏕䜢
ཧຍ䛥䛫䛯䜚䚸༟ヰ䜢䛩䜛ᶵ䜢䛘䜛䚹
䠄㻖≉䛻ฟᅜ๓䛿䝇䝫䞁䝃䞊䜽䝷䝤䛾䛻㻞ᅇ௨ୖཧຍ䠅

䠏䚸ዡᏛ⏕䛸ඹ䛻ᆅ༊䛜㛤ദ䛩䜛䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛻ཧຍ
䛩䜛䚹䠄㻞ᅇ௨ୖ䜢ዡບ䠅

ࡈΎ⫈࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓ

䠐䚸䝩䝇䝖䜽䝷䝤䞉䜹䜴䞁䝉䝷䞊䛿ዡᏛ⏕䛸㐃ᦠ䜢ྲྀ䜚䚸ᖐᅜ
ᚋ䜒䝻䞊䝍䝸䞊䝣䜯䝭䝸䞊䛾୍ဨ䛸䛧䛶㛵ಀ䜢⥅⥆䛧䛶䛟
䛰䛥䛔䚹

યটॱشজشଃ੮ॢটشংঝଓஃস৩ভ

র

ඥ
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ዡᏛ⏕䠄䠣䠣䞉䠠䠣䠅䛾◊✲㑅⪃ศ㔝
ࢢ࣮ࣟࣂࣝዡ
Ꮫ⏕㸦㹅㹅㸧

ᖹ⣮த
ண㜵ゎỴ

⤒῭ᆅᇦ♫ Ỉ⾨⏕
ࡢⓎᒎ
タഛ

ᇶᮏⓗᩍ⫱
㆑Ꮠ⋡ࡢྥୖ

ண㜵
⒪

ᖺᗘ

ྡ

ᖺᗘ
ᖺᗘ

ྡ

ᖺᗘ

ྡ

ྡ

ྡ

ྡ

ྡ
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࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋ ̽ 977
䜾䝻䞊䝞䝹⿵ຓ㔠䛻䜘䜛㼂㼀㼀
䞉䠒䛴䛾㔜Ⅼศ㔝䚸άື䛾ᡂᯝ䛜䛂ᣢ⥆ྍ⬟䛃䛂
䞉㻞䛛ᅜ䛾䝻䞊䝍䝸䞊䜽䝷䝤䜎䛯䛿ᆅ༊䛜ᥦၐ

謝辞
牛山 裕子会長
委員長どうもありがとうございました。
グローバル補助金の目的というのは、事業の有効性の継
続なのでその事業を継続的にできる人を育てなければい
けないということですよね。
私たちが毎年、毎年申請をしている地区補助金は比較的
クラブでなんとか結論を出せるんです。
グローバル補助金は長い目で見ないとなかなか出来ない
のですが、いつかこれは実現をさせたいですね。
どうぞ皆様よろしくお願いします。

●点

鐘

牛山

䠄䠬㻠㻟䠅

䞉䝏䞊䝮ᵓᡂ䠖᭱ప㻞ྡ䛾䝯䞁䝞䞊䠄ᑓ㛛▱㆑䜢᭷䛩䜛䠅 䠄䠬㻠㻡䠅

日時：平成２９年３月１日㈬は

䞉ゼၥ䛾ᮇ㛫䠖ไ㝈䛺䛧
䞉ண⟬

䠖 䠁㻟㻜㻘㻜㻜㻜௨ୖ

裕子会長

ᐃྍ⬟䛃䠄䠬㻠㻟䠅

通常例会例会
䠄䠬㻠㻢䠅

「ロータリーの友」精読です。
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クラブ
会 報
委員会

8頁

小林

勇次／秦

琢二／沼田

直輝

川崎大師ロータリークラブ

