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ゲスト紹介
米山奨学生

第26回）例会

星野祐治副会長
須山文夫会長
「国歌」「奉仕の理想」

須山文夫会長
曹 実様

令和2年2月5日

－晴－

須山文夫会長
曹さん、決して中国の人が悪いとかそういうことはない
からね。謝る必要はないですよ。習近平さんも珍しく対
応が悪かったといっています。こればかりはだれが悪い
とかという話ではないという話なので悲観されなくてい
いと思います。ただこれを解決するためにはみんなで手
を取り頑張って行こうという気持ちです。ありがとうご
ざいました。
来訪ロータリアン紹介 秦 琢二親睦活動委員長
川崎中央RC 関進様
川﨑マリーンRC 福嶋安行様
会員の入会祝い 秦 琢二親睦活動委員長
布川二三夫会員 1973年2月24日
炭谷博功会員 1996年2月14日
秦 琢二会員 2006年2月22日
沼田直輝会員 2011年2月9日

ご挨拶 米山奨学生 曹実様
奨学金をいただきありがとうございました。今回中国初
のコロナウィルスの拡大が全世界に及ぼし影響し、何か
の機会で中国と世界の人たちに災難をもたらしました。
本当に申し訳ございません。中国の政府と中国人は、今
この影響を最小限に抑えるために感染源としている武漢
という都市全体をふさがれた状態で今迄周辺地域を含め
数千万人が隔離された生活を余儀なくされています。武
漢の人たちもどうもありがとうございました。日本の人
たちは一番早い時間に中国の人たちにお金とマスクを寄
付していただきました。どうもありがとうございました。
中国には助けたいという輪廻を持っていますので全世界
の人たちにも困っている時にはお互い様、人道支援とし
て国の区別関係なく信じ合うという倫理を持たなければ
ならないと思っています。今回の疫病を乗り越えます。
この危機は皆様にもお気をつけください。どうもありが
とうございました。
川崎大師ロータリークラブ

会員の誕生祝い
嶋崎嘉夫会員
伊藤佳子会員
田中伸介会員

奥様の誕生祝い
大谷 茂会員

奥様

直美様
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須山文夫会長

①地区でIMのかわりにRLIを行います。24日にあります。
中村先輩が出ていただきます。皆様にも参加して頂けれ
ばと思います。講師のパシリテーターという形で牛山さ
んもいらっしゃいます。会費はクラブから出しておりま
す。奮ってご参加いただければ幸と存じます。
②地区研修協議会のサブリーダーとして牛山さんに委嘱
状がきました。

幹事報告

八尋匡彦幹事

スマイルリポート

星野祐治副会長

川崎中央RC 関 進様
大師ロータリークラブの皆様にはお世話になっています。
本日もよろしくお願いします。
川崎マリーンRC 福嶋安行様
大師に参拝にまいりました。又平素は須山会長、八尋幹
事には会長・幹事会にてお世話になります。本日はよろ
しく。
松井昭三会員
結婚61周年の記念旅行が最近のコロナウイルスの騒ぎで
中止する事になりました。岩井会員のご協力ありがとう
ございました。

①２月のロータリーレート110円です。
②例会終了後理事会を開催します。該当の方は会議室に
ご参集願います。
③ポスティング
④回覧

ロータリーの友

２月号

2/15多摩川清掃出欠
2/19創立記念例会出欠
3/10台北西門ロータリークラブの43周年記念式
典御案内
他クラブ例会変更の案内

出席報告

森田尊久会員
会員数

対象者 出

席 欠

席

出席率

2258回

４４

３７

２３

１４

62.16 ％

2256回

４４

３８

２５

１３

65.79 ％

前々回の修正 メークアップ 2 名 修正出席率
メイクアップ
林 鶴会員、大﨑克之会員
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71.05 ％

出井宏樹会員
節分会に須山会長、牛山会員、嶋崎会員、田中会員、川
崎中央ロータリーの関さん ご参加ありがとうございま
した。
中村眞治会員
川崎中央クラブ、関さん、川崎マリーンクラブ
ん ようこそ、いらっしゃいました。

福嶋さ

鈴木昇二会員
昨日はローターアクトの例会で陶芸体験教室を行いまし
た。多くのローターアクトにロータリアンが参加し事務
局も大入り満員で活気ありました。安藤さんの差し入れ、
伊藤さん、秦さんにはニコニコのご協力を頂きありがと
うございました。ローターアクトにかわり御礼を申し上
げます。ロータリアンの参加がアクトの支援になります。
これからも宜しくお願いします。
牛山裕子会員
関様お忙しい中、make-upありがとうございます。曹さ
ん、就活いかがですか。
川崎大師ロータリークラブ
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●青少年奉仕委員会

須山文夫会長
①節分会、ご参加の皆様おつかれさまでした
②本日、友精読よろしくお願いします。
本日のニコニコのテーマ
「工藤雑誌広報委員長、
今月も友精読をありがとうございます。
とりわけお忙しいこの時期に、クラブを代表してパズ
ルに挑戦して頂きましたことも含めご準備頂いたこと
を深く感謝申し上げます。」
猪狩佳亮会員、小林勇次会員、秦 琢二会員
布川 浩会員、竹中裕彦会員、野澤隆幸会員
星野祐治会員、工藤和弘会員、遠藤悦弘会員
八尋匡彦幹事、伊藤佳子会員、岩井茂次会員
合計26,000円

布川浩委員長

①昨日の川崎大師ローターアクトクラブ例会は鈴木昇二
会員による「陶芸教室」でしたが、総勢15名参加いただ
き大変賑やかな例会でした。鈴木昇二さんご指導ありが
とうございました。また、安藤さんから恵方巻の差入れ、
伊藤佳子さんから多額のスマイルをいただきありがとう
ございました。今後もご支援よろしくお願いします。
②地区ローターアクトから再度「第50回ローターアクト
年次大会」ご案内です。日時は2/23（日）で午後1時か
ら受付開始です。会場は横浜駅西口のホテル「プラム」
です。まだまだ会場に余裕がございますので皆様奮って
ご参加お願いします。締切は明日2月6日ですので、参加
希望者は本日中に事務局までご連絡下さい。登録料は事
務局で事前登録いただければクラブ負担となります。実
行委員長の楠本会長を応援するため、多くの方の参加を
お願いします。

委員会報告
●地区RLI委員会 中村眞治会員
2月23日（月）休日ですが、以前会長より御案内の標記
地区RLIが開催されます。八尋さん他出席予定です。当
クラブ牛山AGが講師を担当しております。

川崎大師ロータリークラブ

●社会奉仕委員会 竹中裕彦委員長
①2/15(土)
多摩川土手清掃の案内 10：15 殿町小学校集合
②3/12(木)
桜ポスター掲示事業の案内 8：30 集合予定
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39P パズルでロータリー
37は何かと考えていましたが、１通の手紙が届きまし
た。1905年2月23日夜にポールハリスが37歳の時にシカ
ゴでロータリーの初会合を開いたということで37という
数字はそれではないかなと思います。ロータリー財団が
37億ドル以上資金を投じているとあったり、地区大会及
び地区立法案検討会の投票の選挙人に各クラブが少なく
とも１名の選挙人を選びそれをおくると書いてありまし
たが37名までは１名とかありなかなか37という数字がわ
からなかったのですが今の差し入れて頂いた手紙のこれ
が37歳の時に初会合ということがそうなのだと思います。
よろしくお願いします。
以上でロータリーの友精読終わらせていただきます。
ありがとうございました。

ロータリーの友 精読
雑誌・広報委員会 工藤和弘委員長

今月は平和構築と紛争予防月間
・3P
・16P
・21P
・20P

RI会長メッセージ
広島長崎から平和を伝える
平和フェローって何？
ハーフとしての人生を伝える

・30P マレーシア米山学友会
31P 私は応援します！ 第2590地区
玖委員会米山学友委員長 小野邊薫氏
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米山記念賞が

面白かった記事
7P ようこそ島へ！ 利尻島、奄美大島、石垣島、隠
岐の島、対馬、小豆島
6島それぞれの島のロータリークラブ紹介
縦読みの表紙 ポール・ハリスとシルベスター・シー
ルで４人で第1回ロータリークラブの会合に行く前にス
パゲテイデイナーを楽しんでいるシーンで説明は47ペー
ジ
縦読み4ページから8ページは小学4年生の頃から右耳
が、中学生になって左耳が聞えなくなったユニバーサル
デザインアドバイザーの女性の話が載っていました。
9ページ、この人を訪ねて 世界にたった5社しかない
気象観測用のゴム気球を作る80年の歴史ある会社で、こ
の社長は西武百貨店にいて転職し、後輩で入社してきた
奥様の父親が経営している会社の後継者になった社長の
話が載っています。

総評 須山文夫会長
工藤さんありがとうございました。今日はちょうどマレ
ーシアの学友会の件が書いてありましたが、当ローター
アクトクラブのケルビン君、まさしくマレーシアのご学
友でございます。身近にマレーシアや曹さんももちろん
中国の方になるので卒業したら学友会に入るとは思いま
すが、こうして色々な国で学友の方がいろいろなことで
活躍されています。ロータリーがこうして支援をしてこ
うして活躍して頂くことが嬉しく、こうして活動できて
いるのかなと思います。この中で私は49Pに宣伝がのっ
ていてこのアプリをいれるとスマホでロータリーの友が
見られます。是非ご興味がある方はよんでいただきたい
と思います。59Pロータリー アットワーク 2550地区
宇都宮北ロータリークラブさんが夕張の子ども食堂さん
にパン焼き器を支援したという話をしたとおもいますが
それがのっています。昨今、こどもの貧困ということを
今年度は何度か卓話やっていますがそれがのったという
ことでご紹介させていただきました。
工藤さんどうも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

日時：令和２年２月１９日㈬は
創立４７周年記念例会です。
場所：川崎キングスカイフロント東急REIホテル５階
時間：１８：００～

日時：令和２年２月２６日㈬は

休会 です
（定款細則に基づく休会・祝日週）
クラブ
会 報
委員会
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佳則／布川

浩／秦

琢ニ
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