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●司　会　　星野祐治ＳＡＡ

●点　鐘　　遠藤悦弘会長

●斉　唱　　「四つのテスト」森田尊久ソングリーダー

卓話者の紹介　遠藤悦弘会長

川崎大師　平間寺　第４５代貫首　藤田隆乗猊下

川崎大師平間寺に参拝者用のベンチを寄贈しようという

ことで地区補助金プロジェクト申請をしたところ認可が

とおりましたので本日猊下に５脚分の贈呈式を行いたい

と思います。

挨拶　藤田隆乗猊下

一言御礼を申しあげたいと思います。この度は貴クラブ

よりベンチ５脚。先日は出井執事長と据え置かれている

場所へ行きました。実際に拝見しました。

とてもきれいなベンチで、ちょうどいろいろ痛みかけて

いるところがありましたので、本当にありがたいなと思

います。御信徒の休憩などで役立つものと思っておりま

す。

また新しい年を迎えるにあたって新しいベンチ、畳とベ

ンチは新しい方がいいということでございます。皆様方

に感謝申し上げます。貴会の益々の繁栄をお祈り申しあ

げます。

どうもありがとうございました。

会長報告　遠藤悦弘会長

①先々週の寺尾会員の葬儀には、沢山の会員さんにご焼

香を戴きまして有難うございました。

葬儀の受付等のお手伝いを戴きました親睦会員の皆様に

は有難うございました。又お疲れ様でした。

②先週の20日には、地区補助金による大師様に寄贈する

参拝者用のベンチの組み立て、設置には社会奉仕委員会

の皆様により無事に終了致しました。お手伝い戴きまし

た皆さんにはご苦労さまでした。

③11月14日に第５回定例理事会を行いました。その議事

録を本日ポステイングしていますのでご確認ください。

④11月24日　殿町小学校　創立70周年の記念式典に卒業

生の船山様に出席して戴きました。

殿町小学校の冊子を戴いてきたのですが、先日亡くなら

れた寺尾様に関する記事がのっておりましたので回覧致

します。ふせんを付けてありますのでご覧下さい。

⑤本日　卓話を戴きます　川崎市内高等学校定時制教育

振興会に寄付を致したいと思います。募金箱をお回し致

しますのでよろしくお願い致します。
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⑥地区より、金子ガバナー名で、先日開催された地区大

会の御礼状が届きました。

⑦地区より、来年6月1日～5日に開催される「ハンブル

グでの2019年ロータリー国際大会（ドイツ　ハンブル

グ）地区ナイトへのお誘いと国際大会旅行のご紹介」が

届きました。案内文は事務局においてありますので、ご

興味のある方はお問い合わせください。

⑧地区より、「第５１回インターアクト年次大会開催の

ご案内」をいただきました。

日程は来年1月27日（日）参加希望の方は、事務局まで

ご連絡ください。締切は12月15日です。

⑨2019-20年度　R青少年交換学生について、川崎大師ロ

ータリークラブから推薦致しました、応募者15名、候補

者7名でした。推薦をいたしました大石舞香さんは残念

ながら交換留学生になることができませんでした。

⑩米山功労者感謝状が届いております。

第3回マルチプル　鈴木昇二会員

幹事報告　猪狩佳亮幹事

①回覧　他クラブ例会変更　他クラブ週報

②ポスティング

12月18日開催　年忘れ家族会の会場の地図

③来年の御護摩の申込書を回覧

④11月15日　ロータリー財団個人寄付として皆様よりお

預かりしました555,000円（37名分）を、ロータリー日

本事務局あてに振込みいたしました。

⑤来週12月5日の例会終了後、午後1時より「第4回クラ

ブ協議会　年次総会」を開催します。皆様のご出席をお

願いします。

メイクアップ

野澤隆幸会員、鈴木昇二会員、須山文夫会員

小林勇次会員、坂東保則会員、沼田直輝会員

星野祐治会員

スマイルリポート　鈴木昇二副会長

大本山　川崎大師平間寺貫首　藤田隆乗様　

ベンチご奉納ありがとうございました。

細谷重徳会員

寺尾様のご冥福をお祈り致します。お世話になりました。

松井昭三会員

寺尾先輩は、大往生でした。私の仏像彫刻が、彼の最後

の望みに協力出来た事は慶びです。　合掌

出席報告　　　　　　　　　　　　伊藤佳子出席委員長
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竹中裕彦会員

昨夜のローターアクト横浜南さんとの合同例会ご出席の

皆様、お疲れ様でした。たまに体を動かすのは良いです

ね。

鈴木昇二副会長

１．11月は欠席が多く、皆さんにご迷惑をお掛けしまし

た。体調も順調に回復しているので、又クラブ活動に頑

張りますので宜しくお願いします。

２．横山さん、竹中さんメッセージ付き花束、嬉しかっ

たです。有難うございます。

３．牛山さんお手紙有難うございました。勇気づけられ

ました。

４．昨日の横浜南、川崎大師ローターアクト合同例会参

加者の皆様お疲れ様でした。バスケット参加のロータリ

アンは普段の運動不足が目立ちました。

猪狩佳亮会員

１．先週の日曜日、川崎大師平間寺において、５歳の長

男、３歳の長女の七五三のご祈祷をさせていただきまし

た。これでますます健やかに育ってくれることでしょう。

２．11月20日、ベンチ組立て会にご参加の皆様、ご協力

ありがとうございました。

遠藤悦弘会長

本日地区補助金プロジェクトによります大師さまに、参

拝者用の休憩ベンチを贈呈でき、今年度一番の事業とな

り、よかったなと思います。

本日のニコニコのテーマ

「地区補助金プロジェクトにて、本日お大師様へ無事ベ

ンチ寄贈となりました。ぜひ座り心地をお試しくださ

い。」

布川　浩会員、星野祐治会員、工藤和弘会員

牛山裕子会員、嶋崎嘉夫会員、渡辺冨士夫会員

出井宏樹会員、小林勇次会員、鈴木幹久会員

石渡利治会員、伊藤佳子会員、内田省治会員

　　　　　　　　　　　　　　合計37,000円

委員会報告

●会長指名委員会　渡辺冨士夫委員長

前回第1回の指名委員会を開催致しました。皆さんご検

討をいただきましたが、まだ次々年度のノミニーが決定

されておりません。来月5日には発表したいと思ってお

ります。

今日も第2回の委員会を開催致しました。前前年度指名

委員長の細谷さんからも少なくとも大師の副会長、幹事

経験者は２，３年後には会長をするくらいの自覚をもっ

て欲しいというお願いはなされていたとは思いますがな

かなか決定されておりません。今日のところでまたご検

討をいただいて、是非皆さんのご協力をいただき、自覚

をもっていただきたいと思います。宜しくお願いしま

す。

●エイジングプログラム委員会　鈴木幹久委員長

12月5日（水）　桂歌丸追悼公演と牛鍋（じゃのめや）

を囲むシニア会員とクラブ会員との交流会

公演3：30受付　懇親会6：00
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●社会奉仕委員会　人間尊重　八尋匡彦委員長

毎年恒例の「献血推進活動」のご案内です。

日時：平成31年1月4日（金）10：00～15：30

場所：京浜急行　大師線川崎大師駅前広場

集合：午前の部9：30～　、午後の部12：30～

出欠を回覧しますのでふるってご参加ください

●親睦委員会　内田省治委員長

年忘れ家族会　12月18日　コートヤードマリオット（銀

座東武ホテル）。回覧しますのでふるってご参加くださ

い。宜しくお願いします。

ご挨拶　川崎市議会議長　松原成文様

（川崎市内高等学校定時制教育振興会会長）

本日はお招きいただきありがとうございます。また振興

会から今日は2人これから卓話になろうかと思いますが

本当にこういうお時間をお作りいただいたということは

心から感謝申し上げるしだいです。ご案内の通り昔は夜

間高校、定時制は、勤労学生ということで仕事と勉学の

両方を兼ねるようなことでありましたが最近の定時制は

様子が変わってまいりました。様々な状況がありなかな

か全日制と同じように学校で学ぶことが少し困難な状況

であるとか、様々な環境の中の子どもたちです。そうい

った子が全国的に増えており定時制も夜だけでなく昼間

を学ぶと、まさに時間を決めていただいてその中で学び

をさせていただいているという学生たちもたくさんいま

す。そのような中でなかなか社会の方と接点、繋がりを

もてないという状況もある中で私たちの振興会としては

これまでもこういった弁論大会を長く続けさせていただ

いております。15歳、16歳の子どももいますし20歳をす

ぎて年を重ねた方もおります。そういった方の人生経

験、学校での活動内容、自分の思いをきいていただける

場を設定していただいている、ロータリークラブ、ロー

タリアンの皆様に心から感謝を申しあげるしだいです。

地域奉仕活動、社会活動をさらに広げていただき、定時

制に学ぶ学生たちに大きなお力添え、ご支援を賜れば嬉

しいと思っております。将来をしょって立つ大変重要な

若者たちでございます。全日制、定時制の区別ではなく

日本の若者だということで御理解をいただければ大変あ

りがたいのかなという思いもしております。

特に勉学も優秀ですが様々なクラブがございます。この

クラブ、全国大会に出場する、優勝する運動クラブ、文

化クラブもございます。できればまた金銭的な支援、精

神的な支援、両方を兼ねてこういった振興会に御理解、

ご支援をいただければ大変ありがたいとおもっていると

ころです。

例会の貴重なお時間を頂戴致しましてこのような卓話の

時間をいただきましたことを、心から感謝申し上げまし

て振興会の会長としての御礼のご挨拶と致します。今後

とも宜しくお願いします。

卓話者の紹介　鈴木昇二副会長

市立川崎総合科学高校から弁士１人、市立橘高校から弁

士１人。この二人は全国の弁論大会で発表なされました。

優秀な弁論ですので今日はお二人の弁論を聴いていただ

きたいと思います。

ここからは市立高津高校　山口教頭から進行をしていた

だきたいと思います。宜しくお願いします。
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市立高津高校　山口教頭

本日はこのような貴重なお時間を頂戴し、素晴らしい機

会を与えていただき感謝申しあげます。定時制にはPTA

がありません。その分定時制振興会によっていろいろな

面で支えてきてもらっています。この卓話も今年度いろ

いろなロータリークラブ様に参加させて頂き7会場目で

す。来年もう1回卓話があり、本当に多くのロータリー

クラブさんからご協力をいただいております。感謝申し

上げます。この後は生徒の通っている学校の教頭より卓

話者の紹介をする形で進めさせて頂きます。

結びの所では本会の会計関根より活動についての説明を

させていただきます。この後の時間も宜しくお願いしま

す。

市立川崎総合科学高等学校定時制教頭　安斎　廉様

川崎総合科学高校はご存知の通り川崎の土手沿いにあり

ます。15階建ての大きな建物、あの中に定時制もありま

す。学校は工業高校のイメージですが昨年から旧川崎商

業高校の定時制がなくなりました。そちらから商業科が

移管されてきました。今は工業系と商業系の２クラスを

編成して定時制でやらせていただいています。本日話を

します倉橋君はその商業科の１年生です。大変エネルギ

ッシュな若者で楽しい卓話をさせていただけると思って

おります。どうぞ宜しくお願いします。

倉橋祈利さん

演題「私がドラムを続ける理由」

皆さんはドラムという楽器を知っていますか？私はドラ

ムについてすぐにこう思います。音楽番組ではカメラに

ほとんど写らずライブでも一番後ろで全然目立たない地

味な楽器だなと思います。ですが自分でこのように言っ

ておきながら私は７年もこの楽器を続けております。私

が小学校３年生の頃でした。１つ上の姉が習い事を始め

たのがきっかけで当時の私も何かやりたいと母にしつこ

くせがみました。母がお世話になっていた担任の先生に

相談したところ祈利くんは耳からすべて覚えるところが

あるから音楽をやらせた方が良いんじゃないのかといわ

れ音楽、楽器を習うことになりました。母は当時ラゾー

ナ川崎の４階にあるかつくらで働いていました。その近

くにある島村楽器の音楽レッスンのパンフレットをたく

さん持ってきてくれました。母は私にパンフレットを見

せてこの中から１つ選びなさいといいました。私はその

中からまずギターを選びそして、ベース、ドラムを選び

ました。初めてやることなので悔いを残さないようにど

れにするか悩みに悩みました。そして決まったのがドラ

ムでした。レッスンでは初めてスティックというものを

知り、最初に持ち方を習いました。次にスネアというシ

ンバルの部分をリズム良くたたく練習をしました。１つ

１つの太鼓の練習をして最後にエイトビートという一番

基礎的なリズムを習いました。当時の私は楽譜を読むこ

とが出来なかったので鍵盤もリコーダーも苦手でした。

しかしドラムを習うようになると他の楽器も努力して出

来るようになりました。このドラムスクールでは年に１

度発表会があります。先生と相談して課題曲を決めて人

前で発表をするために練習をします。間違わないように

練習をするのですがくり返し同じ練習をするのはとても

大変です。しだいに私は発表会が近づいているのにサボ

り癖がついてしまい毎週のように友だちと遊んでレッス

ンにいかなくなりました。この頃は友だちと遊ぶのがと

ても楽しくてドラムを忘れてしまう毎日になりました。
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その時の発表会は３分の曲でしたがつっかえ、つっかえ

５分もかかってしまいとても恥ずかしい発表会になりま

した。私はもうこういう事がおきないように頑張ろうと

心の中で誓いました。ですが、全くもってサボり癖は直

らず母にどつかれる毎日になりました。習い事はなんで

もそうかもしれませんがドラムスクールの月謝は決して

安いものではありません。今思えば本当に悪いことをし

たと思います。母は学校で何も取り柄のない私に自信を

つけさせようと無理をして習わせてくれました。それな

のに私はドラムスクールをサボり続けました。母はつい

に「さぼるならもう止めさせる」といつにない悲しい顔

で私に言いました。この時私ははじめて悪いことをした

と思いました。そしてドラムを続けられないのはとても

困ると思いました。そこで私は休まずにレッスンに行く

ことを母に約束し何とかドラムを続けさせてもらいまし

た。皆さんは続けていたことを途中で投げ出したいと思

ったことはありますか？私は自分の好きなリズムを叩く

のは楽しいのですが間違えないように、くり返し、くり

返し同じ曲を練習するのはとても苦手です。しかしこの

地道な練習を数え切れないほどやらないと必ずミスをし

ます。ほんの少しでも自信がなかったりいいかげんだと

ドラムのリズムはすぐにくるってしまいます。ドラムが

崩れると全ての楽器に影響するので曲全体がダメになっ

てしまいます。私のドラムの目標はいつしか発表会でミ

スをしないというものになりました。もう７年ドラムを

やっていますがまだまだこの目標を乗り越えたことがあ

りません。ミスをしないということを本気で考えるとと

ても難しい目標になります。しかし私はこの難しい目標

にあえて挑戦して全ての楽器の演奏が輝くようにドラム

を叩きたいと思います。私は今、定時制高校に通いアル

バイトを始めました。ドラムのレッスンのお金を払った

り家でも練習できるようにドラムの練習器財を購入した

いと考えています。ししゃものようにプロになる事は簡

単なことではありませんが出来ることなら私もプロにな

りたいです。しかしずっと売れている人はいないので将

来のためにも商業科の勉強を頑張りたいと思います。

話は変わりますが定時制高校では神奈川県の芸術祭があ

るとききました。できることなら私もそれに出てみたい

と思います。そこでお願いなのですが、私と一緒にバン

ドをやっていただける人はいませんか？バンドはドラム

だけではバンドになりません。できれば音楽同好会でバ

ンドを組んで芸術祭に参加したいと思います。こんな私

ですが一緒にやってもらえる方がいましたらぜひお願い

します。このように弁論大会で呼びかけたところ大会終

了後他校の生徒が一緒にやってもいいよと声を掛けてく

れました。現在来年の芸術祭に向けて練習を始めている

ところです。これからも頑張って高校生活を充実させ私

の大好きなドラムを続けていきたいと思います。

ご清聴有難うございました。

市立橘高等学校定時制教頭　関根泰三様

本日はお招き頂き有難うございました。本校4年生の高

杉美羽さんです。彼女は中学生の時は不登校でしたが入

ってからしだいに活発になり生徒会長もつとめ、野球部

のマネージャーとしてはじめは入部しましたがそれだけ

では物足りず選手になり、ボールを投げたり、打った

り、先日は市の大会でマウンドに立ち後半を投げきった

という素晴らしい活発な女性です。今は看護師を目指し

て頑張っています。本日の弁論については３年の時に沖

縄に修学旅行に行きました。ひめゆりの塔に行き色々な

ことを学び、思ったことです。演題は「ほんとうの悲

劇」です。

高杉美羽さん

演題「ほんとうの悲劇」

戦争での一番の悲劇は何だと思いますか？沖縄修学旅行

のひめゆりの塔に向かうバスの中でバスガイドさんが最

初に問いかけてきた言葉です。戦争での一番の悲劇、そ

れは食べるものがなくなっていったこと、自由を奪われ

たこと、何よりも多くの人の命が奪われたことだと私は

すぐに頭に思い浮かびます。同じバスに乗っていた人た

ちも私の弁論をきいている皆さんも私と同じように考え

たと思います。でもそうではありませんでした。バスガ

イドさんは私たちの心を見透かしたかのようにこういっ

たのです。多くの人が亡くなることもとても悲しいこと

です。ですが一番の悲劇とは人が人でなくなったことと

言われています。「人が人でなくなる」私はこの言葉の

意味をすぐに理解することが出来ませんでした。だって

人は人であって人が人でなくなることなんてあると思い

ますか？私たちが理解できていない表情をしているのを

みるとバスガイドさんはこの言葉の意味を私たちに話し

てくれました。人が死体をさけて通るのではなく、死体

の上を平気で歩くのです。あたかもそこには死体なんて
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ないかのように、そして同じ命を持つ人が人を殺すので

す。それは人が人でなくなった瞬間だと、そう思えると

言われています。この言葉を理解したときに私は血の気

が引いてみんなの声も聞えないほど遠くくらい空間に私

１人だけ閉じ込められるようにこわいとか恐怖の言葉で

くくれない、そんな感情に襲われました。人が生まれな

がらに持っている心、好きとか嫌いとか優しさとか思い

やりとか私たちにとって大切な心がなくなって人が人の

心を壊すのです。最終的には人でなくさせてしまう戦

争、私が今まで抱いていた戦争のおそろしさとは違った

戦争を体験してきた人にしかわからないほんとうのおそ

ろしさを感じました。戦争はこわいとわかっていた私も

戦争のほんとうのこわさをわかっていないのだと感じま

した。バスガイドさんの話を聞いてから訪ねたひめゆり

平和資料館には私たちと変わらない高校生が負傷兵の看

護にあたっていたときの思いが残されています。傷の痛

さや空腹の苦しさにいらだち「おれたちは沖縄を守りに

来たんだ。このざまはなんだ。お前らも壕を出て傷つい

てみろ」と看護をする生徒に当たったと書いてありまし

た。確かに生徒は外で銃を持って戦っているわけではあ

りません。体に傷を負っているわけでもない、でも死と

隣り合わせなのは生徒も同じ。毎日切断された手足、死

体の処理や尿器の回収。

私は今、看護助手として病院で患者の尿器のや痰などの

回収をしています。今でも気持ち悪くなってしまいま

す。それなのに彼女たちは親の安否も確認できない不安

や負傷兵の言葉に心の傷も負っていたと思うと心が締め

付けられます。軍人さんもほんとうに思っていたわけで

はないかもしれません。あまりの傷の痛さについ口に出

てしまったのかもしれません。でもこうして人の心は壊

れていってしまうのです。と感じました。もしバスガイ

ドさんの話をきかずに彼女たちの話を読んでいたらかわ

いそうとしか思わなかったと思います。人がどうやって

こわれていってしまうかなんて考えもしなかったと思い

ます。バスガイドさんの話で私の感情は大きく変わった

と思いました。小さい頃からテレビや親、学校で言われ

てきたり学んできたこと、生まれてから言葉を覚えてい

くみたいに戦争はこわいと教えられてきたから、私たち

は戦争＝こわいことだと関連づけているだけでほんとう

のこわさはわかっていないのだとわかったつもりでいた

だけだったのだと

多くの人が、家族がなくなっていってしまう戦争はこわ

い、それは今でも間違っているとは思いません。だけど

も心の底から、心の底からの恐怖をわかることはできま

せん。バスガイドさんの言葉にはテレビや教科書では伝

わらない戦争のこわさとはどういうことなのかを感じま

した。私はまだほんとうのこわさをわかってはいないと

思います。でもバスガイドさんのひとことで私の戦争に

ついて考える世界が変わりました。この弁論で皆さんに

少しでも戦争のおそろしさとは何かを知ってもらえたの

なら良かったです。そして皆さんも考えてみてくださ

い。戦争でのいちばんの悲劇が人が人でなくなること

を。

市内高等学校定時制振興会について

川崎市立橘高等学校定時制教頭　関根泰三先生

貴ロータリークラブ様におかれましてはこのような機会

を与えてくださいましてありがとうございました。この

場をお借りしまして本市の定時制教育の現状、並びに今

回ご披露させていただいた定時制生徒弁論大会を主催し

ている市内高等学校定時制振興会の活動について簡単に

説明をさせて頂きたいと思います。

定時制については先ほど松原会長も触れましたが大きく

分けて前半と後半に大きく性格を変えています。昭和23

年より開始され今年で71年目を迎えます。最初は勤労青

少年に後期中等教育を保証する制度でした。全国から集

団就職の中学生、金の卵の方を受け入れて、昼は仕事、

夜は勉強という形で優秀な生徒が多く集まってきました。

昭和の40年くらいがピークで後期から平成にかけて高度

成長がとじると同時に不登校生徒や外国籍の生徒、中途

退学をした生徒たちの学びなおしの場に変わってまいり

ました。全日制と定時制の違いですが全日制は３年間で

卒業ですが定時制は基本的には夜授業で４年間。

いぶ形態も変わり３年間で卒業も可能という学校もでて

います。その中で市立川崎高校については夜間部ももち

ろんありますが中間部が開設され午後勉強が出来るよう

になっています。そういう学校が県内にできてきていま

す。県立川崎高校ですがフレキシブルということで自由

な形態で単位制の普通科の学校になります。午前・午

後・夜間と３部に分かれ勉強している。夜間部の生徒は

午後の授業も学ぶ事もでき３年で卒業できるような仕組

ができています。市内の県立・市立学校合わせて定時制

だは6校あります。市立川崎高校　普通科、川崎総合科

学　クリエイト工学科　商業科、市立橘高校　普通科、
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県立川崎高校　普通科、向の岡工業高校　総合学科があ

ります。向の岡工業高校は建替えになります。高津高校

溝の口から徒歩7分、橘高校です。幸高校は全日制のみ

で矢向から歩いて10分、商業高校は名前が変えました。

川崎総合科学、県立川崎高校、市立川崎高校。

授業風景ですが小規模で丁寧な学習、基礎から、基本を

充実しながらそれを学び直すということで丁寧にやって

います。基本は4年ですが外部単位等をとれる学校もあ

ります。県立川崎、市立川崎高校、橘高校、高津高校が

実施しております。夕食が１食200円、補助が230円位出

ています。修学旅行は学校によって違いますが最近は北

海道、沖縄が多いようです。体育祭は体育館でやる学校

もあれば校庭でやる学校もあります。文化祭、外部の公

開授業も拡大してるケースもあります。ボーリング、視

聴覚等もやっているところもあります。部活動も短い時

間ながら夜間は9時～10時位までの一例ですが一生懸命

頑張っているところもあります。市内で一生懸命頑張り

全国大会に出場し成果をあげているところもあります。

橘高校の定時制、昨年は市立川崎高校が全国大会に出場

しました。バドミントンも県のチームですが全国大会で

優勝した橘高校の子がいます。バレーボールですが６名

しかいないのですが全国で準優勝になりました。折り紙、

2020年の東京オリンピックのロゴを折ったもので市立川

崎高校が２年前に文化祭で作った物です。ひじょうに立

派なものです。カルッツかわさきに今飾られています。

もしご機会があればごらんになって頂ければと思います。

弁論大会です。定時制生徒作品展年明けにアゼリアギャ

ラリーにてございます。

先ほど募金箱の話がございましたが定時制にはPTAがご

ざいません。皆様のご寄付によって成り立っているもの

です。大変不躾ではございますがご寄付の方お願いした

いと思います。

謝辞　遠藤悦弘会長

　倉橋さん、高杉さんありがとうございました。倉橋さ

んは１つのものに打ち込んで7年間精神統一、何かとこ

れからも社会に出られてからも経験されるでしょうから

そういう訓練もされたらこの先の人生、開けていくので

はないかなと思います。

高杉さんにさいしましては修学旅行に行かれてひめゆり

の塔をみられ感想を述べられておりましたがその優しい

気持ちをもって看護師になっていただいたら、きっと看

て頂ける患者さんも嬉しいんじゃないかなと考えました。

本日は誠に忙しい中ありがとうございました。

松原さん、　募金、封筒の方もかなり厚くなってきまし

た。本日はどうもありがとうございました。

●閉会宣言並びに点鐘　遠藤悦弘会長

２０１８年１１月２８日　本日のお花

花　名：エピデンドラム

原産地：中米から南米の熱帯・亜熱帯地区

花言葉：「可憐な恋」

ギリシャ語で「木の上」と言う意味を持つエピデンドラ

ムはその名の通りの代表的な着生ランです

日時：平成３０年１２月１２日㈬は

　　　通常例会です。

卓話：公益財団法人

　　　日本ラグビーフットボール協会 

      顧問 真下 昇 様 

布川　浩／秦　琢ニ／船山　佳則／森田　尊久
クラブ
会　報
委員会
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１１月２７日　横浜南・川崎大師ローターアクト合同例会
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