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「国歌」「奉仕の理想」

お弁当の中に小さいトマトですが、プチトマトは種の種
類。ミニトマトは小さいトマトの総称。
プチトマトは９０年代にタキイが種をつくっていたので
すが製造中止して、今プチトマトは無いということです。

会員の入会祝い、
長島亨会員 昭和48年9月5日
久保博和会員 平成11年9月8日（入会20年）
矢野清久会員 平成15年9月24日

①地区より地区大会の選挙人についてです。
当クラブは４４名ですので、２名選出してくださいとい
うことです。会長幹事の名前を書いて地区に返信させて
いただきました。

会員の誕生祝い
宮山光男会員
炭谷博功会員
秦 琢二会員
小林勇次会員
永松慎太郎会員

②金子年度のガバナーマンスリーレター１３、１４頁に
地区補助金プロジェクト決定のお知らせで地区財団委員
会から３０００ドル東日本大震災に被災した南三陸の歌
津中学、志津川中学校に楽器を寄贈と書いてあります。
お目通しください。
③轟年度のガバナー月信配布させていただきましたが、
この中にロータリー青少年学生の写真がのっています。
第１グループではドイツから来たマデイータさんをお預
かりすることになって川崎中央RCさんがホストクラブで
やっております。例年通り人頭分担金をお出しする形に
なります。またどこかの機会でご挨拶に来ると思います
のでその節はよろしくお願いします。

幹事報告

八尋匡彦幹事

①例会終了後 定例理事会を開催します。出席義務者の
方は出席をお願い致します。
奥様誕生祝い
宮山光男会員
安藤賢一会員
出井宏樹会員
猪狩佳亮会員
工藤和弘会員

奥様
奥様
奥様
奥様
奥様

富枝様
和子様
さち恵様
千佳様
瑞代様
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②回覧物
（米山梅吉記念館の館報、他クラブの例会変更の案内、
10/25-26開催される地区大会の出席簿）
米山梅吉記念館100円募金回覧します。皆様ご寄付の程
よろしくお願いします。
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③9月のロータリーレート106円です。先月は108円でし
たので2円円高になっています。
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委員会報告

●米山記念奨学委員会

代理

牛山裕子会員

8月29日ソシア21で開催されました。
今年度米山記念奨学会、地区としてご寄付をお願いしま
すということを各委員長にお願いし卓話をします。
ご希望のクラブはお申し出くださいということです。
米山寄付には2つあります
普通寄付
5000円財団を維持するための基本的な金額をお一人5000
円ずつご負担いただかないと財団が維持できないという
ことでこれはこのクラブはきちんといただいております。
特別寄付
20000円です。これはできるだけお一人20000円以上にな
るようにご協力下さいということです。
出席報告

伊藤佳子出席副委員長
会員数

対象者 出

席 欠

席

出席率

2241回

４４

３７

２４

１３

64.86 ％

2239回

４４

３８

２３

１５

60.53 ％

前々回の修正 メークアップ 1 名 修正出席率

65.79 ％

メイクアップ
林鶴会員、鈴木昇二会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）八尋匡彦幹事

米山月間が10月にあります。この月間に卓話を必要かと
いわれました。
委員長にご相談する暇がなかったのでうちのクラブは不
要ですということで、年忘れ家族会で奨学生がピアノ演
奏をしてくださることになっていますのでそれを卓話に
替えてはどうかと思いますがとお応えしました。
３年前に奨学生で横浜商科大学のサルマサンゼ君がいま
したね。彼はいまオーストラリアの国立大学の修士課程
をこの6月に終えました。ドクターコースに行けそうで
す。横浜商科大学は留学生の消息を全部揃えているので
す。だからいつきいても横浜商科大学は出てくるという
こと、非常に感心致しました。

星野祐治副会長
本日は社用のため誠に申し訳ございませんが、欠席致し
ます。よろしくお願い致します。

本日のニコニコのテーマ
「工藤雑誌広報委員長、
本年度の精読を宜しくお願い致します。
シャープな精読を楽しみにしています！」
鈴木昇二会員、鈴木幹久会員、猪狩佳亮会員
水口 衛会員、八尋匡彦会員、船木幸雄会員
秦 琢二会員、野澤隆幸会員、布川 浩会員
小林勇次会員、牛山裕子会員、遠藤悦弘会員
伊藤佳子会員、横山俊夫会員、工藤和弘会員
出井宏樹会員、大﨑克之会員、竹中裕彦会員
岩井茂次会員
合計20,000円
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ロータリーの友精読
工藤和弘雑誌広報委員長
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ロータリアンの人がいってこういうところがありました
と書いてあります。皆様でよんでいただきたいと思いま
す。
縦読みと横読みがあるのをはじめて知りました。今回勉
強になりました。55頁を境になっています。
縦読みの表紙と横読みの表紙があります。縦読みの表紙
の方が今回の機関雑誌の初代事務総長、顔だそうです。
55頁に出ていますので後ほどお読み頂きたいと思います。
私が面白かったのは76頁です。
八尾東ロータリークラブの木村皓一さんです。子供服ミ
キハウスの創業者のかたです。1971年創業で3歳頃ポリ
オにかかり右足が動かなくなったというところから書い
てあります。
76頁
77頁 ポリオを克服させた淡い恋心
78頁

今年度第一回目のロータリーの精読です。ロータリーの
友の精読に力を入れていた星野副会長が私のデビューを
きいていないというのは残念でございますのでお会いし
たらいっておいていただきたいと思います。小林先生よ
りお腹に力を入れてちゃんとしゃべるようにといわれて
おかずを２人前いただきましたので頑張りたいと思いま
す。
１年間工藤が担当させて頂きますのでよろしくお願いし
ます。うまく紹介できるかわかりませんがお願いします。
9月はロータリーの友月間であり、ロータリーの友を知
る意味では私にも、第一回の精読にもぴったりだと思い
ました。
その紹介は後ほどさせていただきますので今年度のRI会
長であるダニエル・マローニ会長のメッセージから読ま
させていただきます。
3Pロータリアンとロータリー家族の皆さん
12P特集ロータリーの友月間
会員に配られる無料のもの 1953年1月友誌は創刊され
ました。いまご覧になっている雑誌こそ国際ロータリー
RIの認可をえた日本語の地域雑誌ロータリーの友です。
14P 12頁にふれましたようにRIの正式な認可を受けた
地域雑誌である事は友の持つ一つの顔です。毎月横読み
のトップに載るRI会長メッセージ、左のようなロゴを印
字したRI指定記事を掲載したものもその基準の表れです
RI指定記事を私知りませんでした。これは先ほど読みま
した3PのRI会長メッセージと今回は18頁から29頁までの
アロハロータリーの記事があります。49頁にRI指定記事
とありこれが共通なのかなというところです。18頁から
の2020年からの国際大会の開催地がホノルルなので特集
になっております。いろいろな観光地を紹介しています。
川崎大師ロータリークラブ

今月はロータリーの友月間と共に基本的教育と識字率の
向上ということでモンゴルの視聴障害者に教科書を届け
た前橋ロータリーの話など紹介があります。お時間のあ
るときに読んで頂ければと思います。
パズルでロータリー45頁
青少年交換プログラムを終了した人
55頁縦読みの表紙

謝辞

須山文夫会長

工藤さん、精読の方ありがとうございました。今回ＲＩ
会長のマローニー会長の言葉、私も会長指針の中でも少
し話をしましたが、家族、牛山さんの年度でも何度もや
っていた家族あってのロータリーです。やはり家族があ
り我々はこういった活動ができる、家族の理解がなけれ
ばこうやって仕事以外でださせてもらってということは
なかなか出来ることではないと思います。
私の話で大変恐縮なのですが8月の末まで青少年交換留
学で先日ベルギーから来た子がホームステイをしていま
したが、また12月からホームステイをしますがやはり奥
さんが良いよと首をたてにふってくれないと受けられま
せんしそういうことができるのも奥さん、娘、息子の協
力もあり出来ることなのかなと思います。家族のことを
大切にしたいなと改めて思いました。
またミキハウスの社長さんの木村さんです、私誤解をし
ておりポリオというのはよく小児麻痺とよくいわれてい
るものなのですがインドなどでＭＩＤといってポリオの
生ワクチンを飲ませている活動をされている活動をして
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いるのは知っていたのですが、インドはいまほとんどな
くなってきている。ただまわりのアフガニスタンとかは
まだ残っているという話は聞きますが実際にミキハウス
の木村さんがポリオになられて克服をしたということが
すごいなと。
小児麻痺というのは何らかの障害が残ってしまうという
病気ですので子供に不幸をもたらしてしまうという観点
から次世代のロータリアンとなるべき子ども達を大事に
するというロータリーの活動の中での一つの要だと思う
のですがそれを克服されて、克服された中にこれから新
しい人たちをどんどん育てていくということが私は立派
なロータリアンはいるのだなと感心しました。また目標
をもってやっていけばポリオを受けた後遺症も何とか克
服できるのかなということを、克服できないような後遺
症ということが頭にあったものですから克服できた、す
ごいなと思いました。
今月は工藤さんが一番最初に言っていただきましたがロ
ータリーの友月間です。今日触れなかった部分でもいろ
いろなことが書いてあります。
アロハの部分、これを見てハワイにいきたいなと思った
り
国際大会は平日にやっていますのでなかなかいけないね
という話をしていましたが、ハンブルグよりは少し近い
かなというところでいってみたいなという気持ちも数年
後には国際大会が台湾でもございます。その時には姉妹
クラブとかとなにかできるのかなと思います。
どうぞこれをご一読ください。
工藤さん、ありがとうございました。

●閉会宣言並びに点鐘

須山文夫会長

来週は川崎市のだいＪＯＢセンターの渡邊さんという方
から卓話をいただきます。
是非とも皆さん、例会に御出席をお願いします。

日時：２０１９年９月１８日㈬は

休会 です
（定款細則に基づく休会・祝日週）

日時：２０１９年９月２５日㈬は
通常例会です。
第４回クラブ協議会
次年度理事役員・次々年度会長選出方法諮問
クラブ
会 報
委員会
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