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３月の入会祝い
竹中裕彦会員
船木幸雄会員
飯塚元明会員
松本和晃会員
松井昭三会員

－晴－

中村 孝親睦委員長
1998年3月11日
2010年3月3日
2010年3月10日
2015年3月18日
2015年3月25日

会員の誕生祝い
島岡栄基会員
坂東保則会員

●斉

唱

「国歌斉唱」「奉仕の理想」
伊藤 佳子ソングリーダー

奥様誕生祝い
野澤隆幸会員
中村眞治会員
竹中裕彦会員
竹田正和会員
沼田直輝会員
星野祐司会員

川崎大師ロータリークラブ

奥様
奥様
奥様
奥様
奥様
奥様

弥代子様
富美子様
敦子様
美智代様
文子様
一子様
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会長報告

人類に奉仕するロータリー
牛山

裕子会長

・地区委員会 委員を委嘱され方
社会奉仕委員会 副委員長 鈴木昇二会員
ローターアクト委員 横山俊夫会員
ロータリー青少年交換委員 須山文夫会員
米山選考委員 坂東保則会員
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・メールボックスに配布（マンスリーレター、ロータリ
ーの友、2016年手続要覧）
・3月22日水曜日 18時～ お花見移動例会 恵の本に
て行います。
出欠の回覧します。ご記入お願いします。
・タウンニュースに記事がのりました。
多摩川河川敷清掃
・各クラブ例会変更回覧します。メイクにお役立てくだ
さい。

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

2130回

５９

４９

３６

１３

73.46 ％

2128回

５９

４９

３７

１３

75.51 ％

前々回の修正 メークアップ 3 名 修正出席率

81.63 ％

メイクアップ
林鶴会員、大﨑克之会員、船山幸雄会員

・今月のマンスリーレター
水と衛生月間で竹中裕彦地区グローバル補助金委員長の
記事がございます。
なぜ水と衛生について考えなければならないかというこ
とが非常にわかりやすくかかれています。
皆様、是非ともご一読ください。

幹事報告

水口

会員数

対象者 出

席 欠

席

出席率

2029回

５９

５９

５９

０

100.00 ％

2027回

５９

４９

３２

１７

65.30 ％

前々回の修正 メークアップ 6 名 修正出席率

77.55 ％

メイクアップ
野澤隆幸会員、林鶴会員、水口 衛会員
坂東保則会員、出井宏樹会員、船山幸雄会員

衛幹事

・メールボックスに配布（マンスリーレター、ロータリ
ーの友、2016年手続要覧）
・3月22日水曜日 18時～ お花見移動例会 恵の本に
て行います。
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人類に奉仕するロータリー

スマイルレポート（ニコニコボックス）
須山

文夫副会長
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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」
伊藤佳子会員、秦琢二会員、竹中裕彦会員
竹田正和会員、宮沢和徳会員、石渡勝朗会員
黒澤穣会員、大﨑克之会員、水口衛会員
鈴木昇二会員、横山俊夫会員、矢野清久会員
中村眞治会員、坂東保則会員、野澤隆幸会員
布川二三夫会員、鈴木幹久会員、石渡利治会員
出井宏樹会員
合計 ２９，０００円

（委員会報告）

松井昭三会員
先週の記念例会に参加しました。サルマ・サンゼ君
業お目出とう。
日本語が堪能なのに感心しました。

卒

嶋崎嘉夫会員
宮沢さん、昨日はありがとうございました。

米山委員会 中村眞治会員
2月26日 米山奨学生の卒業式がございました。私共の
クラブがお世話しているサルマ・サンゼ君、白さんのふ
たりがその場でカウンセラーとしてひとこと話しました。
私は後任のカウンセラーで前任は入会間もない女性で大
変熱心に行っておりました。
仕事の都合で退会され、志半ばでさぞかし無念だったと
思います。
そのように沢山の人に支えられて米山の奨学生がこれか
らも続くということをスピーチさせていただきました。

中村眞治会員
１．米山の卒業式が２６日に行われ サンゼ君、右代表
で謝辞を立派に行いました。
２．合わせて会場で「白 玉香（ハク・ギョクコウ）」
さんの博士号取得も紹介されました。
岩井茂次会員
４月２日「地区研修協議会」出席の皆様にプログラムを
配布しました。お楽しみに！！
牛山裕子会長
３月は「水と衛生の月間」です。
本日のロータリーの友の黒澤委員長流 解説を楽しみに
しております。
毎月第１週「友精読」で例会が引き締まります。宜しく
お願い致します。
社会奉仕委員会 秦 琢二会員
3月22日水曜日 10時15分開始 さくらポスターを殿町
小学校の子どもたちと一緒に貼らせていただきたいと思
います。
当日、当会は夜お花見例会になっております。昼間やっ
ていただいても、例会には出席いただけますので、是非、
ご参加をお願いします。
10時前後に学校に来ていただくか、それ以降は桜の木の
付近にお越しいただければと存じます。
本日以降に改めてご案内をさせていただきます。
川崎大師ロータリークラブ
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鈴木幹久委員長

鈴木昇二会員紹介
プロフィール
①RC入会 2004年5月12日 12年10ヶ月
②出身 東京都大田区蒲田 神奈川大学経済学部卒
③職業分類
御入会時は塗装関係のお仕事の代表をされていたかと
記憶しておりますが
現在は陶芸家 工房 らくとをされています。
④RC歴 2013-14年 第41代会長
⑤地区活動
2012-13年 米山奨学委員会委員
2015-16年 地区社会奉仕委員会副委員長
2016-17年 地区社会奉仕委員会委員
2017-18年 地区社会奉仕委員会副委員長

３分間スピーチ（鈴木昇二会員）
職業での失敗談ですが、工事屋ですから沢山あり、何を
話そうか迷いましたが大きな失敗談と言うより、事件を
お話したいと思います。
もう３０年以上前のことですが、私が起業する前の会社
に勤めていた時のことです。
川崎のA石油化学会社で、指定業者として塗装工事を請
け負っていた時、構内の４階建ての研究室・事務所・食
堂と複合棟で、コンクリートのビルでした。
コンクリートの外壁がかなり痛んでいたので、足場を組
み、コンクリートに穴をあけ、エポキシ樹脂を注入し、
ステンレスの棒（ピン）を打ち、コンクリートに強度を
持たせる作業をしていたところ、事件が発生しました。
ここから、暗黒の数ヶ月です。
何かというと、食堂で働いている（おばちゃん）の４階
にある休憩室で、１人がバックの中に入れておいた財布
の中から１万５千円がなくなっていたので警察に電話し
て、パトカーが構内に立ち入りました。
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おばちゃん達の証言で、窓の外で職人さんが仕事をして
いたことから、A社から当社に問い合わせがあり、作業
員に問いただしましたが、誰も知らないとのことをA社
に告げましたが、作業内容、従事者の名簿を提出するよ
う言われました。
後日、従事作業員が警察に呼び出され、うそ発見器で犯
人が特定され返金と言う事で事は収まったようです。
犯人いわく、窓が開いていたから電源を取るため部屋に
入ったらそこにハンドバックがあったから。ちなみに、
電源の場所も指定しておいたのですが。今は電源コード
を４階まで上げなくても充電式工具があります。
私はそこの出張所所長の立場から、連日関係部署に謝罪
してまわりました。客先曰く、この工場が操業して窃盗
で警察の介入は初めての不祥事だと言われました。
その間、私は再発防止に向け、事件報告書、再発防止、
作業マニュアルの作成と謝罪の日々が続きました。
なんとか工事も終わり、客先の処分は、３ヶ月の発注停
止、当社職員は工場に出勤せよ、でした。
もう少しで出入り禁止でもおかしくなかった状況でした。
何故不祥事が起きたか
１．監督者の管理能力の教育不足
２．A会社の樹脂を塗料メーカーに卸していることから、
指定塗料でしたがこの製品はクローズ製品で会員業者し
か仕入れることが出来ないことから、会員業者を下請け
に使う事しかできなかった。当社の下請けを使うことが
出来なかった。
３．所長としての管理能力不足
最後になりますが、A社工場長に当社社長と共に始末書
を持参し謝罪に行ったのですが、社長からは謝罪の言葉
が出てこないのです。私がいくらフォローしても謝罪の
気持が出てないのです。
工場長室を出てから、総務部長からお宅の社長どうなっ
てるのと言われました。
その時、もうダメかなーと思いました。
今思うと、社長は私をカバーしたのかな？
川崎大師ロータリークラブ
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精読
黒澤

穣委員長

2016-17年度 国際ロータリー第2590地区

ローターアクトいま
ローターアクトむかし

18P
東日本大震災
心は共に Fukushima，JAPAN
写真を見ると１年経った時に仮設住宅でトマトの栽培を
している方とか海辺近くの道路がまだそのままになって
いるとか、津波に襲われるまでは美しい浜辺であったと
か2015年10月子どもたちがコメの収穫を手伝っていると
か復興の流れが順番に写真がでています。
でもまだ津波で亡くなった人たちのために祭壇で手を合
わせる学生さんがいるとかまだまだ続いているんだとい
うことがわかりますのでご一読頂ければと思います。

今月はお水月間です。水と衛生月間なので表表紙も裏表
紙も水です。水のお話から読みたいと思います。
14P
スリランカの子どもたちに清潔な飲料水を 勝浦RC
すごいなと思うのは持続可能なプロジェクトであるとい
うこと。お金を出して設備をということだけではなく、
きちんと教育も行ったということだろうと思います。
16P
モンゴル・ゲル地区の子どもたちにきれいな水を！ 松
戸西RC
マンスリーレターに掲載されている竹中さんの文章の中
でも世界で約6億6300万人が安全な飲料水を飲めない。
多くの場合水くみは女性や子どもの仕事、約24億人が衛
生的なトイレを使えない。汚物や排水が水源や土壌を汚
染しているなどということがかかれています。
17P
猪苗代湖をきれいに

猪苗代RC

42P
一人、一本の木を植えましょう
水と木を持続可能性というところをポイントとして読ま
せていただきました。
１本ずつ植えなければならないのかなというところであ
と１年、何か機会があればやりたいなと思います。
31P
高良明ガバナーコメント
7P
過去から今、そして未来へ
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ローターアクター

43P
パズル DE ロータリー
数字の意味は何があるのか調べました。
こじつけです。
ロータリーのマークの歯車の数がそうなんです。
最初からこのマークは歯車ではなかったんです。1905年
にシカゴロータリークラブでシンボルマークをどうしよ
うかということで馬車の車輪。
このため歯車はありませんでした。馬車の車輪でマーク
を作りましたが、1905年ですから交通手段は馬車が主流
だったので行き来をする、交流をするという意味合いで
車輪を使い出したと言う事のようです。スポークは13本
だったそうです。
その後、動きを入れるため車輪の前後に「雲」をあしら
い、車輪が動いているようにかえました。
1910年リボンをいれ少しアレンジをしました。
1912年フィラデルフィアRCが歯車を使いました。スポー
クが8本、歯が19本でした。（フィラデルフィア・クラ
ブがアメリカで19番目のクラブだったのが理由のようで
す。）
1920年その後専門家から、このスポークが8本の歯車は
技術的に不完全であり、このままでは動かないとの指摘
があり、スポークが6本、歯車を24個としたデザインが
1920年正式に採用公布となり、今日われわれが親しんで
いるロータリー・マークの原型が出来上がりました。
1924年しかし、中心に楔穴(クサビアナ)が無く、これが
ないと空回りしてしまうことを指摘され、かくして楔穴
も付け加えられ現在のマークになりました。
2013年には新たに「誇りのシンボル」として、明るいオ
レンジ色の単色のマークが用いられるようになりました。
スポークの6本は6つの大陸を表し、24個の歯車は24時
間を表し世界のロータリー会員が24時間連携するという
意味が込められています。
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総評

牛山
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裕子会長

ありがとうございました。本当にロータリーを何十年や
っていてもああ、そうかと思うようなことをお話いただ
けて素晴しいうんちくです。
実は鈴木年度で、ようこそ川崎大師ロータリークラブを
作りましたね。
あの時に幹事であった清水さんと、副会長であった私が
歯車の件でがたがたとやりあって、ふたりでいろいろな
資料を集めたのですが今のような結論には至らなかった
のです。素晴しい。ありがとうございます。
ところで、今日の主なテーマである水と衛生ですが私た
ち日本人は飲料水は当然のこと雑排水についても飲料水
をそのまま使っている。だから本当に幸せな国で生活を
しているということを改めて皆様に認識をしていただい
て今月は水と衛生の月間ですので、何らかの奉仕の形を
考えていきたいと思います。
どうぞ宜しくお願いします。
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３月１５日㈬は
通常例会です。
月間卓話
川崎マリーンロータリークラブ
轟
クラブ
会 報
委員会
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小林

淳次様

勇次／秦

琢二／沼田

直輝

川崎大師ロータリークラブ

