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ゲストの紹介

秦 琢二会員
須山文夫会長
「国歌」「奉仕の理想」斉唱

須山文夫会長

令和元年10月2日
会員の入会祝い
野沢隆幸会員
石渡利治会員

会長報告
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1990年10月17日
2000年10月4日

会員の誕生祝い
林 鶴会員
布野真治会員
奥様誕生祝い
鈴木幹久会員
炭谷博功会員
久保博和会員
小林勇次会員
船木幸雄会員

ご挨拶 米山奨学生 曹実さん
奨学金をいただきありがとうございました。今から家族
会のピアノの曲を用意しております。オペラとピアノの
ソロとバイオリン協奏曲の３つがあります。今日皆様に
紹介させていただきたいのは中国の昔の物語から編曲し
たバイオリン協奏曲です。英語でThe Butterfly Lovers
『バタフライ・ラヴァーズ』、日本語でちょうになると
いう意味ですが、物語は愛し合っている恋人が強制的に
別れさせられて女の子は他の契約ある男に結婚をせまら
れました。結婚の日に女の子が崖から飛び降り亡くなっ
てしまい、恋人も彼女の暴言で頭をうってしんでしまっ
ていた。しかしその瞬間で墓が開き蝶が飛び出した。恋
人は守ることが出来なくて死んだ後に蝶になって永遠に
別れません。二人は愛し合い女の子は結婚を迫られ崖か
ら飛び降り女の子は最後に蝶になる。音楽は物語の発展
にしたがって進んでいます。この曲は東方のロミオとジ
ュリエットと呼ばれとても美しい曲です。楽しんでくだ
さい。
ありがとうございました。
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晋子様
厚子様
静江様
充代様
幸子様

須山文夫会長

皆さんラグビーは観てらっしゃいますか？このところ奇
跡的に２勝して一気にラグビーが流行ってきたような気
配がしております。このまま進んで決勝にいっていただ
けると楽しみな夜が増えるかなと思います。また先日世
界陸上で競歩の鈴木選手が金メダルをとられました。競
歩で金メダルもはじめてだそうでスポーツの秋らしい、
スポーツ1色のニュースがたくさんだとおもいます。鈴
木選手のお父さんは石川県小松シティロータリークラブ
の会員さんでらっしゃり、私の知り合いが小松シティロ
ータリーで同じような建築業の方がいるのですが、その
息子さんがずっと苦労をしているのをみているので是非
宣伝してくださいとメールが来ましたので応援してくだ
さい。
①昨日川崎大師ローターアクトクラブ、地区代表公式訪
問という形で地区代表の大浦君と地区ローターアクト委
員長久本さんをはじめローターアクト委員会の皆様、20
名近く、ローテックスの石川君がたまたま事務局の前を
通りかかったのでつかまえました。娘が川崎駅でふらふ
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らしていたのでそのまま東門前に来いと、そのまま一緒
にローターアクトの例会に参加させ昨日私は卓話をさせ
ていただきました。
次回のローターアクト布川青少年奉仕委員長からご案内
があると思いますが、是非ローターアクト火を消したく
ありませんので、絶やさない、ぜひ関わって例会に参加
いただければと思います。
次回の例会は30日です。
休会や職場移動例会、地区大会などになりますのでここ
での例会は今日と30日です。

幹事報告
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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

2244回

４４

３８

２２

１６

57.89 ％

2242回

４４

３８

２４

１４

63.16 ％

前々回の修正 メークアップ 2 名 修正出席率

68.42 ％

メイクアップ
鈴木昇二会員、牛山裕子会員

八尋匡彦幹事

スマイルレポート（ニコニコボックス）八尋匡彦幹事

①ロータリーレート108円です
②例会終了後13：45より定例理事会が開催されます。出
席義務者は出席をお願いします。

牛山裕子会員
１．米山奨学生、曹さん、前期のレポート作成おつかれ
様でした。
２．工藤委員長、「ロータリーの友」精読よろしくお願
いします。うちのクラブは最も「ロータリーの友」理解
度が高いクラブになっているはずです。

③再来週の職場訪問について回覧
④川崎マリーンロータリークラブからFAXをいただいて
おります。来週10日日本一ながい株式会社の社長さんが
おみえになって卓話をしていただけるそうです。
テーマ「だれでも幸せになれる」

本日のニコニコのテーマ
「工藤委員長、
前回のシャープな友精読をありがとうございました。
本日も瀟洒な精読をどうぞ宜しくお願い致します。」

⑤10月は変則的です。次回は30日が例会です。事務局か
らのご案内をご覧下さい。

炭谷博功会員、松井昭三会員、須山文夫会員
坂東保則会員、秦 琢二会員、鈴木幹久会員
小林勇次会員、布川 浩会員、竹中裕彦会員
内田省治会員、中村眞治会員、八尋匡彦幹事
出井宏樹会員、横山俊夫会員、大﨑克之会員
工藤和弘会員、矢野清久会員、伊藤佳子会員
合計29,000円

⑥メールアドレスについてのご報告
事務局のメールアドレスを変更しております。
新アドレスは掲示板にのせてあります。事務局からも順
次配信させていただきます。
⑦配布物（ロータリーの友、ガバナー月信）

2頁

川崎大師ロータリークラブ

ROTARY CONNECTS THE WORLD

ロータリーは世界をつなぐ

2019-20年度 国際ロータリー第2590地区

委員会報告
●親睦委員会 秦 琢二委員長
ご依頼 今月の受付担当は国際奉仕委員会です。国際奉
仕委員会の方は10月30日12時少し前に例会場に来て受付
業務等を行っていただきますようお願いします。
お願い 10月16日職場訪問移動例会になっております。
本日岩井委員長がおりませんので私の方から説明させて
いただきます。この日はプロバスケットボールチームの
見学をして職場訪問とさせて頂きます。その後親睦委員
会の方で夜間例会を行います。本日受付の締切となって
います。席の確保はございますが本日までの登録を皆様
にお願いしております。本日中に事務局、幹事、岩井委
員長、私の方までご連絡をお願いします。

第２回ロータリーの友 精読
雑誌・広報委員会 工藤和弘委員長
１０月は地域社会の経済発展月間と米山月間になってい
ます
地域社会の経済発展月間は28P～29P
米山月間19P～23P
縦読み表紙が米山梅吉さんです
54P 米山梅吉さんについて
30P ロータリー日本100年史 編纂室のメンバーの思い
が語られております
・3P目

RI会長メッセージ

・RI会長来日
8P 日本のロータリーの皆さんへ
10P 海外では珍しい！？ IMに参加
12P
14P RI会長の熱いスピーチに大感動
東京でのおもてなし
15P
17P
・米山月間
19P モンゴルで強く固く結ばれた絆
新しいテーマ
・侃侃諤諤
34P 例会の服装は？

川崎大師ロータリークラブ

・48P パズルdeロータリー
VTTは職業研修チームです。
専門職業人のグループが海外に赴き、スキルや知識を学
んだり、現地の専門職業人にスキルや知識を提供するも
のです。クラブや地区はこのVTTを支援するために地区
補助金またはグローバル補助金を使うことが出来る。

総評 須山文夫会長
工藤さんありがとうございました。今日読んでいただい
てポリオ、どうしてもアフガニスタン、パキスタン、シ
リア、コンゴ、ナイジェリアこの国にはまだ残っている
ということを聞いております。ここは内紛、内戦地域で
すのでポリオワクチンを持って子どもたちに投与できる
環境ではないというのはあるときいております。
天然痘が撲滅されたようにポリオ、ロータリーが賞賛さ
れるからやろうという話ではなく子供のためににポリオ
をなくして、ポリオにかかったお子さんたちは苦しいお
もいをされていますので、日本でもポリオワクチンの定
期接種完全にやっております。世界でも若干残っている
ところがございます。そういったところを根絶するため
には皆さんで協力していきたいと思います。ありがとう
ございます。
RI会長が日本に来られました。その記事を読んでいただ
いたのですが11P写真を見てください。右上の写真です
ね。お腹周りが大きな人なのかなと。うちの地区のガバ
ナーにめがねをかけたらそっくりだなと、大きさはたぶ
んRI会長は大きいですね。
ちょうど私共の公式訪問が8月7日にございまして、その
日ちょうどガバナーが次があるんだと話をしていました。
後日写真を拝見したのですがRIマローニー会長に会いに
行くんだと、鎌倉まで行ってIMに行くんだということで
終わったらすぐに車に乗って鎌倉に行ったのがここの場
にいったのです。月信8ページに書いてありますね。こ
の通りでございます。ガバナーは大変喜んでおり今迄に
みたことのない笑顔をしておりました。
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23ページにロータリー米山記念奨学会資料として地区別
寄付額、功労者、奨学生の数など表になっていて2590地
区を見て頂くと太字の数字が比較的上位になってきます。
奨学生の累計を見て頂きたいんです。2580地区、東京北
部は大きいところですから1500人また2650地区、2660地
区これは大阪です。関西の大きい地区です。こういうと
ころと都市部はだいたい1000人近い累計で出しておりま
す。やれといわれてやっているわけではなく米山奨学生
を支援するということはやはり世界平和、色々な国に
色々な人の少しでも勉強の助けになって最終的には世界
平和に繋げていこうという趣旨も考えられるところであ
りますので継続して米山事業も応援していければと思い
ます。
最後に１点35Pの侃侃諤諤のところに今みてはっと気が
ついたのが作業着での例会参加が書いてあります。うち
のクラブは過去に理事会決議で作業着でも例会参加をし
ていいよと理事会決議をさせていただきました。それは
職業奉仕をしている中で、忙しい中でも例会に参加して
学ぼうじゃないかというおもいがありますので、他のク
ラブで作業着で行くわけにはいきませんが当クラブの会
員さんは職業奉仕の途中でも例会に参加いただいて学ん
でいただければと思います。
工藤さんのロータリーの友、いろいろ読んでいただいて
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

次回ここの例会場で行うのは10月30日です。
16日は職場移動例会です。ご参加の方は等々力アリーナ
です。お間違えないようお越しいただいてまた次回も元
気で会いたいとおもいます。どうもありがとうございま
した。
本日の例会を閉会いたします。
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日時：２０１９年１０月１６日㈬は
◇職場訪問移動例会
プロバスケットボール公式戦 観戦
ＤｅＮＡ川崎ブレイブサンダース 対
富山グラウジーズ
場所：とどろきアリーナ
時間：１８：００～

日時：２０１９年１０月２３日㈬は

休会 です
（２６日㈯に変更です。）

日時：２０１９年１０月２６日㈯は
◇国際ロータリー第２５９０地区
地区大会 移動例会
時間：１１：３０ 登録開始
１２：００ クラブ移動例会開始
１２：３０ 点鐘（地区大会）
場所：パシフィコ横浜会議センター

日時：２０１９年１０月３０日㈬は
通常例会です。
卓話（Ｒ財団関係）
地区Ｒ財団補助金委員 竹中 裕彦 様

クラブ
会 報
委員会
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