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松本 和晃ＳＡＡ
牛山 裕子会長
「友だちになろう」
伊藤 佳子ソングリーダー

本日の卓話者の紹介 牛山 裕子会長
クラブ青少年奉仕委員長 鈴木昇二様です。
入会式

第41回）例会

牛山

裕子会長

平成29年5月24日
御挨拶

布川

－晴－

浩会員

はじめまして、布川 浩と申します。
ご承知の方もいらっしゃると思いますが、現会員 布川
二三夫の息子、次男にあたります。
兄は川崎南RCに入会しております。父、兄共にRCの会員
ですが私自身はRC初心者です。
一から勉強させて頂きたく思いますので皆様、御指導の
程宜しくお願いします。
年は今年で50歳になりました。残念ながら結婚はしてお
りません。何かご縁がありましたら宜しくお願いしま
す。
仕事は大学卒業後25年東京の不動産会社に勤務し3年前
実家に戻りました。
現在は実家(産業道路と国道132号線の交差点にある塩浜
交差点にあるガソリンスタンド隣)に事務所を構えてい
ます。
主に不動産関係の仕事です。おちかくに来られた際には
立ち寄ってください。
これからロータリー活動を頑張っていきたいと思います
ので宜しくお願いします。
ありがとうございました。

１名の入会の方がいらっしゃいます。
布川 浩様です。
ネームプレート、バッチの授与
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会長報告

牛山

裕子会長

１．5月20日川崎中原ロータリークラブ創立30周年記念
式典祝賀懇親会に須山副会長と共に出席して参りまし
た。
会場は武蔵小杉 ホテル精養軒
メインスピーカーは小泉進次郎さん（衆議院議員）でし
た。
式典も祝賀会も全て手作りでした。小泉進次郎さんを呼
ばれたのも川崎は選挙区ではないですが、現会長のおば
あさまがお世話をしたということで断れないから来まし
たという話をされていました。
このクラブの合唱団があり皆で合唱をしていただきほの
ぼのとした雰囲気でした。
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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

八尋匡彦会員
昨日のFSMありがとうございました。並びに、遠藤さん、
竹田さん、岩井さん、夜遅くまで
ありがとうございました。
横山俊夫会員
布川浩さん、ご入会おめでとうございます。
ご一緒に楽しみましょう。
竹田正和会員
昨夜のFSM参加皆様おつかれさまです。

２．新旧ガバナー補佐が6月7日例会に御来訪くださいま
す。戸村ガバナー補佐にはご慰労のことばをおかけした
いと思いますし、青木ガバナー補佐エレクトには激励の
ことばをおかけしたいと思います。

野澤隆幸会員
F.S.M.第１グループで皆さんと有意義な話し合いができ
ました。
楽しかったです。

幹事報告

竹中裕彦会員
①須釜さんのご冥福をお祈りして
②FSM A・Bグループの皆様、出席お疲れ様でした。リ
ーダー・サブリーダーの皆様ありがとうございました。
Cグループの皆様金曜日宜しくです！

水口

衛幹事

１．6月17日土曜日 13時より川崎大師平間寺
と境内史跡巡り案内 出欠回覧

写経会

２．6月14日水曜日 1泊移動例会及び川崎大師ロータリ
ーゴルフコンペ 出欠回覧

松井昭三会員
昨日は胃カメラの写真を見せて貰いました。一応一安心
です。
今日は風が涼しく気持が良いですね。

３．各クラブより例会変更の案内（回覧）
４．開創890年記念

平間寺史改訂復刻版

出席報告

遠藤悦弘会員
昨日のファイヤーサイドでは皆様にお世話になりました。

回覧

須山文夫副会長
会員数

対象者 出

席 欠

席

出席率

2140回

５９

５０

２５

２５

50.00 ％

2138回

５９

５２

３３

１９

63.46 ％

前々回の修正 メークアップ 9 名 修正出席率

渡辺冨士夫会員
布川様入会おめでとう。宜しくお願いします。

80.76 ％

メークアップ
布川二三夫会員、野澤隆幸会員、秦 琢二会員
小林勇次会員、坂東保則会員、永松慎太郎会員
木村秀文会員、八尋匡彦会員、森田尊久会員
欠席された方は必ずメイクアップをしてくださいますよ
うお願いします。
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鈴木幹久会員
先日（5/22）FSMには多くの参加者をいただき貴重なご
意見に感謝です。
野澤さん、横山さんのご指導ありがとうございました。

岩井茂次会員
竹田さん、遠藤さん、八尋さん
昨日は楽しかったですね。
ありがとうございました。
牛山裕子会長
①布川浩様のご入会を祝し、これからご一緒に活動でき
るよう期待します。
②鈴木昇二青少年奉仕委員長の月間卓話を拝聴致します。
川崎大師ロータリークラブ
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本日のニコニコのテーマ
「鈴木青少年奉仕委員長、
月間卓話宜しくお願い致します。」
鈴木昇二会員、水口 衛会員、大﨑克之会員
炭谷博功会員、船木幸雄会員、竹田正和会員
伊藤佳子会員、須山文夫会員、黒澤 穣会員
４０,０００円

信徒課 平岡様よりご案内
塩原温泉川崎大師厄除け不動尊年祭法要の案内を配布さ
せていただきました。
今年は川崎大師開創890年の記念の節目の年祭法要の年
です。
ロータリークラブの皆様方には平素は日々ご尽力頂きま
して誠に有難うございます。
塩原温泉の参拝団も毎年参加いただきありがとうござい
ます。今年もまたご参拝をお願いいたしたくやってまい
りました。
日程7月27日(木)、28日(金）の二日間です。
毎月28日がお不動様のご縁日です。日程は変わっており
ません。
工程では現地のいろいろな観光名所をまわり最後は那須
塩原温泉に到着、次の日塩原温泉川崎大師厄除け不動尊
年祭法要に参列、参拝をします。その後千本松牧場と現
地の観光名所を巡って川崎大師にかえって来る工程で
す。参加費は3万円頂戴しております。
一人でも多くロータリーの皆様方の参加をお待ちしてお
ります。どうぞよろしくお願いします。
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職業情報委員会

鈴木幹久委員長

3分間スピーチをお願いしておりましたが、所用と言う
ことで過日改めてお願いしたいと思います。
シニア川柳をいただきました。
久しぶりにゲラゲラ笑った経緯もございました。
一度皆様にご披露申し上げます。
｢この動悸 昔は恋で 今病気｣
｢恋かなと 思っていたら 不整脈｣
｢いびきより 静かな方が 気になるかな｣
｢万歩計 半分以上が 捜し物｣
｢忘れ得ぬ 人はいるけど 名を忘れ｣
｢土地もある 家もあるけど 居場所なし｣
｢起きたけど 寝るまで特に 用はなし｣
｢お辞儀して 共によろける クラス会｣
｢あーんして 昔はラブラブ 今介護｣
｢何故消える めがねと鍵の ミステリー｣
｢腹八分 残した二分で 薬飲む｣
｢味のある字と 誉められた 手の震え｣
｢道路を暴走するのは18歳 逆走するのは81歳｣
｢心がもろいのが18歳 骨がもろいのが81歳」
｢偏差値が気になるのが18歳 血糖値が気になるのが81歳｣
｢恋におぼれるのが18歳 お風呂でおぼれるのが81歳｣
｢まだ何も知らないのが18歳 何も覚えていないのが81歳｣
｢東京オリンピックに出たいと思うのが18歳 東京オリ
ンピックまで生きたいと思うのが81歳｣
｢自分探しに出るのが18歳 出掛けたままわからなくな
ってみんなで探しているのが81歳｣
｢まだ生きるつもりで並ぶ宝くじ｣
｢目覚ましのベルはまだかと起きて待つ｣
｢無病では話題に困る老人会｣
｢食べたこと 忘れぬうちに もつようじ｣
｢聞き取れず 隣ならって 薄笑い｣
｢大事なら しまおう 二度とでてこない｣
少しお時間をいただきました。以上でございます。

川崎大師ロータリークラブ
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牛山裕子会長

青少年奉仕委員会委員長 鈴木昇二さんです。
当クラブ41代の会長です。その時は私副会長をやらせて
いただきました。
今日初めてお話しをすることですが、鈴木さんはこの近
くで会社をやっていらしたのですが、それを非常に綺麗
にリタイアなさり横浜で陶芸家をやってらっしゃいます。
他でも窯をつくっていらっしゃいます。
私も横浜中区で地域のことをやっていますが、１週間ほ
ど前、中区区政推進課の女性の課長が南区で最近地域に
デビューしてくださり地域のことを一生懸命やってくだ
さっている素晴しい方がいらっしゃるいます。この方は
陶芸家ですという話でした。
お名前、お住まいをお聞きしたところ、なんとその方は
鈴木昇二さんでした。
町内会の会長さんとして大活躍をして大変面倒見が良い
とご評判なんだと思います。
本日はその鈴木昇二さんに青少年奉仕について卓話をお
願い致します。
今月は青少年奉仕月間でもあります。どうぞよろしくお
願いします。

卓話

青少年奉仕委員会

鈴木昇二委員長

今年度、クラブ青少年奉仕委員長の鈴木でございます。
今日は５月が青少年奉仕月間と言う事でお話をしたいと
思います。
最初にお断りしておきますが、当クラブには青少年関係
の地区委員長が沢山いる中でお話しするのはおこがまし
いのですが、間違ったことを言いましたらご指摘お願い
致します。
又、仕事で疲れている方は居眠りしてもかまいませんが、
時々でも聞いて頂きますようお願いします。
青少年奉仕は、
1）インターアクト
2）ローターアクト
3）ロータリー青少年交換プログラム
4）ＲＹＬＡ
（ロータリー青少年指導者養成プログラム）
の４部門が有ります。
以上４つの部門の概略と、その時代の私の生き方と合わ
せながらお話ししたいと思います。
インターアクトは１２歳から１８歳までの青少年のため
の奉仕クラブ。
①当地区２５９０地区では１８クラブが活動していて、
高校でのクラブの一環として活動
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②クラブ内活動―社会奉仕・国際奉仕・親睦活動を生徒
が主体となって活動。
③地区行事―
1.サマーミーティングー今年度は台湾のｲﾝﾀｰｱｸﾄｰを迎え
ての総持寺でのミーティング
2.桐蔭学園での年次大会
3.台湾への海外研修
等の活動を通して、クラブ内、他クラブ生徒との交流す
ることで、一人で出来ないことをそれぞれ目標に向け、
皆と協力し合うことで、人との繋がり・積極性等を身に
着けていくことが大きな経験となり、将来に生かす。
ローターアクトは１８歳から３０歳までの青少年の奉仕
クラブ。
①当地区２５９０地区では６クラブ（川崎大師ＲＡＣ含
む）学生・社会人が活動。
②クラブ内活動―月２回の例会、社会奉仕、国際奉仕、
親睦活動、専門知識開発等アクターが主体となって活動
③地区行事―
1.全クラブ合同例会
2.海外研修
3.年次大会
4.ＲＡＣ交流会
5.地区研修協議会
6.会長幹事会
等の活動を通して、同世代の国内外の仲間と交流を広げ、
様々な知識を広め視野を広げることにより、リーダーシ
ップやキャリアに役立つスキルを磨くことです。
青少年交換プログラムは１８歳から３０歳までの青少年
の為のプログラムです。
①当地区から８名を８カ国に派遣し、海外から８カ国８
名の留学生を、それぞれ１年間交換する。
②留学生は、受け入れも派遣とも、ロータリアンがホス
トファミリーとして年間４ホストファミリーが交代で留
学生の衣食住などの世話をし、留学生の安全を確保しな
がら、それぞれの国の文化・習慣を身に着け体験するこ
川崎大師ロータリークラブ
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とにより、将来ある青少年を育成し、海外との懸け橋を
作る意義あるプロジェクトである。石川君も成長して帰
って来ることが楽しみです。
本年度からホストクラブの負担軽減を図るため、派遣生
を出したクラブが半年間ホストファミリーを確保するこ
とになっています。
ＲＹＬＡ（ロータリー青少年指導者養成）は１８歳から
３０歳の学生・社会人・一般応募の青少年の為のプログ
ラム
①ロータリアンのお子様・社員、ローターアクター、一
般応募の青少年６０名ほどの青少年が参加して１泊２日
で寝食を共にする。
②その年度のテーマにのっとり、グルーピングをし、
様々な課題をこなしながら、仲間との協調性・積極的に
行動する自主性を身に着け、リーダーシップを学びなが
ら様々な人と出会い。
③短期間ではあるが、参加した青少年は楽しかった、有
意義だった、いろいろな人とライン交換したとの感想を
聞いています。十分な成果は上がっているのではないで
しょうか。
最後になりますが、４部門どれも青少年の育成を目指し、
自主性とリーダーシップを身に着け自己を成長させる活
動です。私が皆様に訴えたい事は、人生遠回りすること
も決して悪い事ではないのですが、１５歳から３０歳の
年齢は、青春を謳歌し、感性を磨き、自己の形成に最も
大事で時期です。
是非、会員の皆様には青少年奉仕をご理解いただき、日
本を牽引する次世代リーダーの育成にご尽力下さいます
ようお願い致します。

謝辞

牛山

裕子会長

鈴木昇二青少年奉仕委員会会長ありがとうございました。
遠回りは決して無駄ではない、有効な時間だったんだと
思います。
鈴木委員長がいらっしゃるからこそ当クラブは青少年の
気持のわかる活動が出来ているのだと思います。
ありがとうございました。

ご注意下さい。
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牛山

裕子会長

日時：平成２９年６月１４日㈬は
一泊移動例会です。
場所：竜宮城
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