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第４８期
会

例会日：毎週水曜日 １２：３０～
例会場：大本山川崎大師平間寺 金剛閣
http://www.kawasakidaishi-rc.com/
daisi-rc.1973@air.ocn.ne.jp

第２２８７回（本年度 第２４回）例会

横山 俊夫 SAA

●司 会
●開会宣言並びに点鐘
●斉 唱

大﨑 克之 副会長

♪＜君が代＞＜奉仕の理想＞
須山 文夫 ソングリーダー

●来訪ロータリアンの紹介
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●奥様の誕生祝い

八尋 匡彦 親睦委員長

鈴木昇二会員 奥様 順子様・船山会員 奥様 直子様
内田会員 奥様 代里子・磯田会員 奥様 美津子様
●会員の誕生祝い

八尋 匡彦 親睦委員長

八尋 匡彦 親睦委員長

川崎中央ＲＣ 中村 紀美子 様

布川 二三夫 会員 出井 宏樹 会員
●入会祝い

八尋 匡彦 親睦委員長

猪狩 佳亮 会員

松井 昭三 会員 石渡 勝朗 会員
●会長報告
①

大﨑 克之 副会長

2021-22 年度地区委員会委嘱状の伝達です。
米山選考委員会 副委員長 牛山 裕子 会員

安藤 賢一 会員 1992.04.15
中村 眞治 会員 1996.04.10

25 周年

岩井 茂次 会員 2004.04.07
水口 衛 会員 2005.04.06

②

磯田 稔 会員 2015.04.22

した。 八尋 匡彦 会員

船山 佳則 会員 2016.04.27 5 周年

③
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地区 RLI 委員長より、RLI パートⅡ修了証が届きま
米山梅吉記念館様より｢館報」
「記念館発行の書籍の
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リーフレット」｢賛助会ご入会のお願い･一人 100 円募金
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メークアップ

のお願い｣が届きました。頂いた資料および 100 円募金

野澤 隆幸 会員 林 鶴 会員 竹中 裕彦 会員

の回覧をしますので、ご協力宜しくお願い致します。

鈴木 昇二 会員 須山 文夫 会員 星野 祐治 会員

④ ｢国際ロータリー第 2590 地区ローターアクト

布川 浩 会員

2020-2021 年度地区交流会｣のご案内が届きました。4
月 25 日(日)

会員数

13：30～16：30 Zoom にて開催。

先日卓話してくれたサントス君が実行委員長でもあ
り、ぜひ皆さんのご参加をお願いします。

対象者

出席

欠席

出席率

2287 回

48

45

21

24

46.67%

2285 回

48

44

26

18

59.09%

前々回の修正メークアップ 9 名・修正出席率

⑤ 地区より、｢女性交流会(輝く女性ロータリアンの

●スマイルリポート

集い）
」開催のお知らせが届きました。6 月 1 日(火)

川崎中央ＲＣ

16 時～18 時 ホテルニューグランド。女性会員の方は

77.27%

大﨑 克之 副会長

中村 紀美子 様

本日はメイクに参りました。宜しくお願い致します。

ぜひ積極的にご参加下さい。

野澤 隆幸 会員

⑥ 第 46 回川崎大師薪能のご招待が届きました。当ク

今年 3 月博多で第 43 回全国選抜高校テニス大会が開

ラブより 2 名ご招待頂けるとのことですので、ご希望

催。高 1 の孫が関東地区代表として男子ダブルスに参

の方はお知らせ下さい。5 月 27 日(木)17：30 開演。

加。総合で準優勝栄冠を勝ち取りました。コロナ禍で

⑦ 台北西門ロータリークラブ 44 周年式典へ祝電をお

現地応援が出来ず残念でした。

送りしたところ、英文にてお礼のメッセージが届きま

中村 眞治 会員

した。回覧します。

入会記念、ありがとうございます。ただ一言、感謝を

⑧ 社会福祉法人 神奈川共同募金会より令和 2 年度の

林さんに！

赤い羽根共同募金に対してお礼状が届いております。
●幹事報告

松井 昭三 会員

竹中 裕彦 幹事

誕生祝い、ありがとうございます。9 日で 82 歳にな

① 配布物の案内

ります。

1）ロータリーの友 4 月号をこの後精読致します。

大﨑 克之 副会長

2）ガバナー月信第 10 号

①中村紀美子様、ようこそ川崎大師ＲＣへ。バタバタの

・P3 YouTube 地区大会の URL 情報の確認と案内

進行となりますが例会をお楽しみ頂ければ幸いです。

大会決議案については次週猪狩会長より案内

②本日は猪狩会長の代行をしております。不慣れな進行

・P4 2023-24 年度ガバナーノミニー・デジグネイﾄ

でご迷惑をお掛けします。

樋口 明 氏(神奈川ＲＣ)。小倉ガバナーエレクト、

竹中 裕彦 幹事

志村ガバナーノミニーの次の年度です。

①いい天気ですね。ゴルフ組の皆さんの健闘をお祈りし

・P7 ロータリー財団資金モデルの変更のお知らせ
・P11 川本会員の新会員紹介

ます。
②大﨑副会長、本日はお役目ご苦労様です。お疲れが出

② 他クラブの例会案内

ませんように･･･。

●出席報告

中村 眞治 出席委員長
会員数

対象者

出席

欠席

2286 回

48

44

14

30

31.82%

2284 回

48

43

12

31

27.91%

前々回の修正メークアップ 16 名・修正出席率

本日のニコニコのテーマ

出席率

65.12%
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『春だ！ゴルフだ！例会だ！』
鈴木 昇二 須山 文夫 牛山 裕子
布川 浩

石渡 勝朗 早坂 清裕

2021 年 4 月 7 日
発行

出井 宏樹

2頁

各会員

発行

2頁

Rotary Opens Opportunities ロータリーは機会の扉を開く

2020-21 年度 国際ロータリー第 2590 地区

●委員会報告

(2) 今月は母子の健康月間で P7～13 に特集が組まれて

⦿布川 浩 地区ローターアクト副委員長

おりますのでご一読下さい。

｢地区ローターアクト交流会」のご案内です。今回、

(3)

New GENERATION 理想の先輩を見習って …P36

交流会は川崎大師ＲＡＣと横浜ＲＡＣの合同ホストで

愛知県で親が経営する胡蝶蘭を生産・販売する会社に

開催され、先日ネパールで行っている｢サクラプロジェ

勤務する田原ＲＡＣのアクターを紹介。コロナ禍でまと

クト｣の卓話をして頂いたサントス会員が合同委員長を

まった時間ができ職場環境の改善と未経験分野の勉強

務めています。

に取り組んだ。｢○○を実行したい｣この目的のために、

内容は、ディベート大会で日時は 4/25(日)午後 1 時

相手にどんな支持をすれば伝わりやすいのか。動きやす

から受付開始です。会場はコロナウイルス感染防止のた

い環境づくりはクラブの先輩が教えてくれました。先頭

め Zoom によるオンラインでの開催です。参加される方

に立っての振舞い方、後ろに控えての支え方、」自分に

は、配布済みのご案内に記載されている登録方法で地区

はそれぞれ理想とする先輩がいます。先輩に少しでも追

ローターアクトにオンラインで直接登録をお願いしま

い付けるように、そして後輩には私が学んだことを伝え

す。登録締切りは、4/16 です。登録料は無料です。サン

られるように成長していきたいです。との記事。

トス会員を応援するため、多くの方の参加をお願いしま
す。

私の職業は花屋です。幸せを運ぶ商売だと思っており
ます。例会場もそうですが、ちょっと花があると雰囲気
が違います。私どもは、生産者から市場を通して仕入れ
販売しておりますが、生産者は 1 本の花を作るのに相当

～～～ ロータリーの友 4 月号精読 ～～～

なエネルギーと費用を掛けています。機会があれば近隣
だと千葉が日本有数で産地ですので職場訪問で仕事を

●横山 俊夫 クラブ会報委員長

ご覧になるのもなるのも良いかと思い紹介しました。
この後も エバンストン便りの資金モデルの変更、横
浜港北ＲＣ 亀ヶ谷純子会員の川柳 <反省はするが失敗
繰り返す>、カーリングの本橋麻里ロコ・ソラーレ代表
理事の記事などご紹介頂きました。
●閉会宣言並びに点鐘

大﨑 克之 副会長

(1) ホルガー・クナーク会長メッセージ …P3
環境破壊を減らし環境を持続可能なものにする問題
は、ロータリーがあらゆるところで直面しています。会
員として国連の持続可能な開発目標(SDGs)を日常生活
でもクラブのプロジェクトにも組み込んで実践してい
きましょう。とご紹介頂き、言葉では分かるが行動に移
すのは難しいが、当クラブも来年度以降考えながら活動
していければ嬉しいと思います

と所感を添えられま

した。
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●７クラブ親睦ゴルフ大会実行委員会 大会結果速報
・団体戦 優勝

川崎中央ＲＣ

準優勝 川崎大師ＲＣ
３位

川崎ＲＣ

・個人戦 優勝

森川 友生男 会員（川崎中央）

準優勝 沼田 直輝 会員（川崎大師）
３位

関根 剛 会員（川崎中央）

・個人戦シニア 優勝

遠藤 悦弘 会員（川崎大師）

選手の遠藤実行委員長はじめ沼田、小林、青山、船木、
大谷、星野、奥山、森田各会員と猪狩会長、お疲れ様で
した。

●4 月 14 日例会のお花

サンダーソニア

ユリ科

花名は、発見者のサンダーソンの名にちなんでいる。
南アフリカのトランスバール南東部の高地の湿度のあ
る草地に自生する。
花言葉：はげます

2021 年 4 月 21 日は臨時総会と卓話です。
卓話者：山本 詩子 様（日本助産師会 前会長）
「母子の健康について」
（テーマ変更可能性有）
クラブ会報委員会

横山 俊夫

青山 正彦 竹中 裕彦
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