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遠藤悦弘会長
「国歌」「４つのテスト」
八尋匡彦ソングリーダー

令和元年6月5日
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次年度の奉仕委員会、新しい委員会ですが今までの職業
奉仕委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会の３つの
委員会が一つになり奉仕委員会となりました。その委員
長を次年度拝命いたします野口です。所属は神奈川ロー
タリークラブです。よろしくお願いします。本日は私の
委員会の副委員長として鈴木昇二さんをお迎えすると、
社会奉仕委員長ででてらっしゃいますが次年度はお迎え
するということで挨拶にまいりました。こちらのクラブ
を訪問するのは10年くらい前、青少年交換の交換委員長
の時にホストクラブのお願いにまいったような記憶があ
ります。鈴木副委員長をお預かりいたしますので是非と
も奉仕委員会の方にもご理解とご支援をいただくように
よろしくお願いします。

会員の入会祝い

ゲスト紹介
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内田省治親睦委員長

宮山光男会員
伊藤佳子会員
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2017年6月7日

遠藤悦弘会長

ロータリー青少年交換学生 アレクサンドレ・ゼノン君
青少年交換学生ホストファミリー 須山由美子様
次年度地区奉仕委員会委員長 野口隆史様

ご挨拶
次年度地区奉仕委員会委員長

野口隆史様

宏会員

奥様誕生祝い
水口 衛会員
坂東保則会員
川崎大師ロータリークラブ
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会員の誕生祝い
長島 亨会員
竹中裕彦会員
鈴木昇二会員
大﨑克之会員
船山佳則会員
星野祐治会員
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のっています。６P上から３段目地区グローバル補助金
委員長 竹中裕彦委員長挨拶。８P下から２段目地区研
修協議会の実行委員長 横山俊夫委員長退任挨拶がのっ
ています １０P横山俊夫委員長 地区研修協議会報告
記事）
③本日例会終了後、第12回定例理事会開催されます。出
席義務者は、出席をお願い致します。

出席報告

伊藤佳子出席委員長
会員数

対象者 出

席 欠

席

出席率

2229回

４６

４１

２３

１８

56.10 ％

2227回

４６

４１

２４

１７

58.54 ％

前々回の修正 メークアップ 2 名 修正出席率

63.41 ％

メイクアップ
野澤隆幸会員、石渡利治会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）林

鶴副会長

会長報告 遠藤悦弘会長
会長報告は本日は特にございませんが、次週は年度末移
動例会となっております。総勢で34名という移動例会で
は、はじめての大勢の方に申し込みを戴いておりますの
で、よろしくお願い致します。

幹事報告

猪狩佳亮幹事

神奈川RC 野口隆史様
本日はお世話になります。
牛山裕子会員
国際大会場ハンブルグからウイーンへ鉄道でまわる予定
です。例会を欠席します。申訳ありません。
松井昭三会員
来週は残念ですが、水上バスや田中家での移動例会に参
加出来なくなりました。会員皆様でお楽しみ下さい。
①回覧

他クラブ例会変更、次年度会員名簿校正

②ポスティング ロータリーの友６月号、ガバナー月信
6月号（4P地区社会奉仕委員長 鈴木昇二さんの記事が
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水口衛会員
妻の誕生日にきれいな花をありがとうございました。
川崎大師ロータリークラブ
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須山文夫会員
１．神奈川ロータリークラブ 野口さん、いらっしゃい
ませ
２．本日はアレックスの報告もあります。よろしくお願
いします。
中村眞治会員
神奈川クラブ

野口さんようこそいらっしゃいました。
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ご挨拶
ロータリー青少年交換学生 アレクサンドレ・ゼノン君
こんにちは、去年、今年とありがとうございました。
ベルギーの友だちとご家族の紹介や日本でのホストファ
ミリー（阿野さん、関口さん、山田さん、伊藤さん、須
山さん、竹中さん）との生活や高校生活をわかりやすく、
すべて日本語でプレゼンテーションしていただきました。
日本での生活がとても楽しかったです。

鈴木昇二副会長
野口次年度奉仕委員長、ようこそおいで下さいました。
楽しんで頂けたら幸いです。
猪狩佳亮幹事
１．アレックス君、ホストファミリーの須山様、ようこ
そ大師RCへ！
２．船山委員長、いよいよ最終回！１年間ありがとうご
ざいました。
川崎大師RC 遠藤悦弘会長
いよいよ最終月となりました。何事もなく無事に終了す
ることを願っておりますので、宜しくお願いします。

本日のニコニコのテーマ
「いよいよ船山委員長の友精読、
感動の最終回を迎えました。
１年間本当にありがとうございました。
本日も渾身の精読、よろしくお願いします。」
細谷重徳会員、渡辺冨士夫会員、内田省治会員
鈴木幹久会員、星野祐治会員、布川 浩会員
宮山光男会員、工藤和弘会員、林
鶴会員
出井宏樹会員、伊藤佳子会員 合計38,000円

委員会報告
●ローターアクト委員会 布川 浩委員長
先週もご案内しましたが、明日6/6（木）19：30～川
崎大師ローターアクトクラブの例会を行います。場所は
川崎ホテルパークで内容は尾上部屋親方 里山浩作様に
よる卓話です。登録しめ切りは本日中となっております。
皆様是非ご参加下さい。登録料は2,500円です。
●次年度幹事 八尋匡彦会員
お願いしてある次年度活動計画のしめ切りは本日となっ
ております。まだの方いらっしゃいましたら事務局あて
にご提出の程よろしくお願いします。6/28までにガバナ
ー事務所提出になっております。何卒ご協力の程、よろ
しくお願いします。
川崎大師ロータリークラブ

ロータリーの友精読
雑誌・広報委員会
・3P

船山佳則委員長

RI会長メッセージ
ロータリアンの皆さま

・31P パズルdeロータリー
ロータリー創設者ポール・ハリスが住んでいた家が「カ
ムリーバンク」です。世界中のロータリアンが訪れ、そ
の庭は「友愛の庭」と呼ばれていました。そこで皆が集
まってロータリーの話をしています。
私自身、１年間パズルをやってきましてパズルの正解は
100％でした。
内容に関しては100％できないところもありました。
パズルの答えというところで41Pを開いて下さい。2月の
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６月最後になります。
36P 今年度の国際ロータリー、再来年度の会長の会長
ノミニーデジグネートが変わりましたということが書い
てあります。
再来年のRI会長が替わるということです
７月からはマローニー氏が会長になります
１年間どうもありがとうございました。前回の星野さん
から比べるとなかなか滑舌が悪くて伝えにくいところが
あったかと思いますが、１年間自分なりにロータリーの
勉強になったと思っています。どうもありがとうござい
ました。

答えがブリスベン、内容もあたっていました。これは1番
１年間でこのブリスベンがなんなのかということが出て
こなかったことがこれなので内心この本を見ながら当っ
たということが自分自身頑張ったという思いがあります。
皆さん、6月号を見て頂いて表紙にありますがクラブの
広報力、印象に残るロータリーの作り方というのがあり
ます。
それが7Pから始まります。8P目のところは広報とは何か
という一般論がかいてあり、9Pロータリーの広報につい
てのところがロータリークラブとしてどういうふうに広
報をしていこうかということがずっと書いてあります。
これは私が読んでみてロータリーに関してなんですが、
どの会社でも自分たちの会社が外に向けて物事を発信す
るためにはロータリーと自分の会社というところを替え
てみるとすごく良いことが載っているなと思いましたの
で皆さん読んでもらいたいと思います。
11Pから具体的にこういう広報をしました。パンフレット
をつくりましたとかかいてありますのでこれから自分の
会社だといろいろなところで外にアピールしないといけ
ないなというところにはすごく参考になると思いました。
62P 例会で君が代合唱のはじまり
今日も君が代を歌いましたが、どうして君が代を歌うよ
うになったのかということが書いてあります。
日本が戦争前にロータリーに入っていたことからはじま
って、日本が国際協力から侵略外交に替えていくという
中で日本の国歌が右翼化したりする中で、ロータリーに
少し迫害があったと。ロータリーに対しての思想が今の
日本とあわない部分がありました。その中でロータリー
を続けていくためにはどうしたらいいのか？京都ロータ
リークラブに右翼団体からいろいろな文句がきたりしま
した。それに対してロータリーとしては毎月１回君が代
を歌って国家を愛していますということをやりますとい
うことが始まりだとかいてあります。それが一度ロータ
リーを脱退した後も、いろいろな残った会員の中で通年
化してきて、またロータリーに復帰してきた時にもこれ
が残っているので国家を歌うことが始まりですと書いて
あります。
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総評 遠藤悦弘会長
ゼノン君には１年間の歴史を話して頂きました。ありが
とうございました。
また船山さんには１年間ロータリーの精読御苦労様でし
た。有難うございました。。

●閉会宣言並びに点鐘

遠藤悦弘会長

２０１９年６月５日（水） 本日のお花
お 花：桔梗（ききょう）
花言葉：「永遠の愛」
日本全国の山野ひだまりに咲く花で、古くから和歌にも
歌われたり、秋の七草の中にも入っている花。桔梗の花
を飾る器は、侘び寂びを表現するものが似合います。

日時：令和元年６月１９日㈬は
通常例会
副会長・理事退任挨拶です。
クラブ
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川崎大師ロータリークラブ

