
川崎大師ロータリークラブ 週報 第 30 号                  2021 年 6 月 2 日 発行  1頁 

号            ２０２１年４月１４日 発行   1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 

  

 

 

 

 

●黙祷                 猪狩 佳亮 会長 

 令和 3 年 5 月 29 日 伊藤 佳子 会員が地上の生涯を

終え神のみもとに召されました。謹んでご冥福をお祈り

申し上げます。 

 

●司 会               横山 俊夫 SAA 

●開会宣言並びに点鐘        猪狩 佳亮 会長 

●斉 唱  ＜君が代＞＜手に手つないで＞ 

           ♪須山 文夫 ソングリーダー 

●入会祝い         八尋 匡彦 親睦活動委員長 

 
宮山 光男 会員 1990.06.06 

大谷 茂 会員   2019.06.19 

青山 正彦 会員 2020.06.17 

●奥様の誕生祝い     八尋 匡彦 親睦活動委員長 

水口会員 奥様 史子様  坂東会員 奥様 裕子様 

笹沼会員 奥様 直美様 

●会員の誕生祝い     八尋 匡彦 親睦活動委員長 

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 奥山 啓寛 会員 

●会長報告            猪狩 佳亮 会長 

① 新旧ガバナー補佐訪問について 

 

6月 9日(水)例会に野中現ガバナー補佐、増田新ガバナ

ー補佐がお見えになります。 

② 大師新生教会 益 巌 様より、子ども食堂への寄付

についてのお礼状を頂きました。 

③ 大師地区スポーツ活動振興会 会長 浦野 一吉 様

よりボッチャ大会開催に関する感謝状を頂きました。 

④ ガバナー月信 12号の内容報告 

・P9 牛山 裕子 Ｒ青少年交換委員長退任挨拶 

・P18 日本のロータリー100周年動画 URL訂正 

 

第４８期 

会 長 猪狩  佳亮 

副会長 大﨑 克之  

幹 事 竹中 裕彦 

ＳＡＡ 横山 俊夫 

 

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 客殿 

http://www.kawasakidaishi-rc.com/  

daisi-rc.1973@air.ocn.ne.jp 

 

 

 

第２２９３回（本年度 第３０回）例会 ２０２１年６月２日 －晴れ－ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1592016726/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuZDI3NDAub3JnLzIwMTMtMjAxNC9yaS9yb3RhcnlfbWFyay5odG1s/RS=%5eADBrITOxtIUE9X2p3PgfXLIEbF7gwc-;_ylt=A2RCCzHV7eJeHj8AMA0dOfx7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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/nOS389tUijw → /n0<ゼロ>S389tUijw 

●幹事報告            竹中 裕彦 幹事 

① 配布物と回覧の案内 

・ロータリーの友 6月号とガバナー月信第 12号 

・近隣他クラブの例会案内 

② 例会終了後の第 12回定例理事会開催案内 

●出席報告          中村 眞治 出席委員長 

 

メークアップ  

宮山 光男 会員・嶋崎 嘉夫 会員・久保 博和 会員 

 矢野 清久 会員・伊藤 佳子 会員・水口 衛 会員 

 秦 琢二 会員・坂東 保則 会員・船木 幸雄 会員 

 沼田 直輝 会員・磯田 稔 会員・船山 佳則 会員 

星野 祐治 会員・森田 尊久 会員・田中 伸介 会員 

河本 正茂 会員・笹沼 裕丈 会員・石渡 勝朗 会員 

メークアップ 

 遠藤 悦弘 会員・小林 勇次 会員・内田 省治 会員 

 奥山 啓寛 会員・宮﨑 眞一 会員 

●スマイルリポート        大﨑 克之 副会長 

牛山 裕子 会員 

伊藤佳子さん、本当に本当にお疲れ様でした。コンパ

ニオンさんのいる移動例会では、二人でこっそり席を

外したり、気を遣ったりちょっと苦労しましたね。 

あなたからは、｢心｣と云うプレゼントを沢山頂きまし

た。敷して下さったクラブ活動計画の設計図をしっか

りと実現します。 

船木 幸雄 会員 

皆様、先日は父の葬儀でお世話になりました。ありが

とうございました。 

大﨑 克之 副会長 

 

①伊藤佳子さんの穏やかな笑顔が忘れられません。 

 謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

②八尋さん、髪型を変えられたせいでしょうか･･･、精

悍な顔つきになられて素敵です。 

竹中 裕彦 幹事 

①表参道商店街の名物女将さんが旅立たれました。本当

に残念です。心からご冥福をお祈り申し上げます。 

②大谷さん、青山さん 社会奉仕委員と云うだけで慣れ

ない役割を前日にお願いしてすいません。精読宜しく

お願い致します。 

③かりんとう饅頭が降ろうが、のど飴が降ろうが、今期

も残り１ケ月・５例会となりました。皆様、最後まで

宜しくお願い致します。 

④竹下事務局長、お誕生日おめでとう！おめでとう！ 

おめでとう！ございます。 

猪狩 佳亮 会長 

①改めて、伊藤佳子会員のご冥福をお祈りします。 

 お世話になりました。ありがとうございました。 

②先週ボッチャ移動例会にご参加の皆様、お疲れ様でし

た。大師地区の、いろんな状況にある皆さんの楽しそ

うな様子に接することができてよかったです。 

 実現に向けてご尽力いただいた鈴木昇二委員長、布川

社会奉仕委員長、ありがとうございました。 

 

 会員数 対象者 出席 欠席 出席率 

2292回 48 43 15 22 34.88 % 

2290回 48 44 26 18 59.09 % 

前々回の修正メークアップ 18 名・修正出席率 100.00 %  

 会員数 対象者 出席 欠席 出席率 

2293回 48 44 25 19 56.82 % 

2291回 48 45 26 19 57.78 % 

前々回の修正メークアップ 13 名・修正出席率 86.67 %  
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本日のニコニコのテーマ 

『伊藤佳子会員を偲んで』 

遠藤 悦弘 炭谷 博功 中村 眞治 横山 俊夫 

鈴木 昇二 須山 文夫 松井 昭三 布川 浩 

大谷 茂 青山 正彦 奥山 啓寛 石渡 勝朗 

早坂 清弘 小泉 敏和        各会員 

●委員会報告 

⦿布川 浩 地区ローターアクト副委員長 

地区ローターアクト委員会から｢地区研修協議会・学

友会設立総会開催｣のご案内です。 

｢地区研修協議会｣は、当地区ＲＡ本年度最後の行事と

なります。内容は、各ＲＡＣの活動報告と次年度方針を

発表します。また併せて本年度卒業するアクターを送り

出す卒会式を行います。｢学友会創立総会｣はＲＡＣを卒

会したメンバーが、ロータリーとの繋がりを持つため新

たに設立しました。今回はその立ち上げの会となります。 

日時は、6/20(日)午後 12時から受付開始です。また、

コロナウイルス感染抑止のため、会場のロイヤルパーク

ホテルと Zoom によるオンラインでのハイブリッド形式

での開催です。参加される方は、事務局にて登録手続き

をお願い致します。締切は 6/10です。 

皆様、是非ご参加下さい。 

 

 

～～～ ロータリーの友 6月号精読 ～～～ 

 

●大谷 茂 社会奉仕委員 

 

(1)持続可能な農業…P12 

  何が決め手になったのか…P16 

 何故この記事を抜粋したかと言うと、今世界的にサー

キュラーエコノミー、持続型の経済が進められています。

日本の企業でも、コカ・コーラ、トヨタなどで新しいお

金の流れ、新しい経済活動の非常に重要なものになって

くるのではないか と考えました。この記事を機会にそ

う云う事に目を向けてみると良いかと思ったからです。 

日本の企業がどう云う事をやっているのか、もう少し

詳しく紹介しますと、コカ・コーラは 2025 年までにパ

ケージを 100％リサイクル可能にする、トヨタはハイブ

リッド車のバッテリーを再利用するような循環型社会

に向けたシステム構築にチャレンジしていく様です。ア

ディダスは、全商品で再生ポリエステルのみを使用して

いきます。 

会社の経営目標として｢環境｣に取組み、国もお金を出

すと云う流れになってます。この情報は証券会社の資料

ですが、株の世界でも｢環境｣に取組む企業が注目され、

その恩恵にあずかる企業も 2 次的に注目されている様

です。 

私のような零細企業が出来ることは限られますが、

｢環境｣を念頭に置きながら経営する事が必要だと感じ

ております。弊社は飲食店に卸している商品が多く、コ

ロナ感染で売上げが落ち込んでいますが、何かを見つけ

ながら、新しい販路、希望を繋いでいきたいと思います。 

 

●青山 正彦 社会奉仕委員 

 

先程の大谷さんの話にもありました様に、コロナが 2

年目に突入し我々としては初めての事で…。世界的な流

行感染としては 100 年前のスペイン風邪に遡るらしい

です。1917 年第 1 次世界大戦が終わった年に、欧州か

ら米兵がぎっしり詰まった状況で帰還し全世界に蔓延

してしまった様です。 

昨年スペイン風邪で何を学んだかと云う事で、ぶ厚い

反省本を買い読みましたら終わりのページに、日本も45
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万人の死者を出しましたが、唯一学ばなかった国として

挙げられてました。著者は、学ばなかった事実が 100年

後に出てたら怖いよね、オリンピックを 1ケ月後位に控

え、検査の実施率とかワクチンの接種率とか様々な話題

になって来ましたが、根底にあったものが 100年前から

あったとすれば、我々としては如何ともし難いのかな 

と日本人的には残念ですが指摘をしてました。 

(1)侃侃諤諤 得たことあり、失ったことあり…P25 

 ｢真に迫る部分、思い当たる節のある方も多いと思い

ます。いくつかはかなりの割合で該当するのかな と思

います。｣と所感を添えながら紹介頂きました。 

(2)友愛の広場 

コロナ禍、何が一番大きな問題か？…P59 

先程の反省本にも、感染症は<ここで終わりました>が

決めにくい様です。終息が宣言されたのは 1 種類【補

足：医学的に根絶されたのは天然痘 1 種類。天然痘ウイ

ルスは動物を宿主としないので、人間のあいだで病気が

なくなれば完全に根絶されたことになる。】で、ほとん

どは これで終わったのかな と云う状況が半年位続

いて後付けで終息となるそうです。 

ピーター・ピオット博士のウイルス感染インタービュ

ー記事が<新型コロナに捕まったウイルスハンター>と

云うタイトルでした。エボラ出血熱などのウイルス感染

症の第一人者ですが、自らかかるとは思わなかったよう

です。記事では、<感染流行はまたやって来る>世界がグ

ローバル化し人流が止められない事になれば、今度は

100年ではなく私たちが存命の間にまたやって来る と

示唆されていたのが印象的でした。 

●閉会宣言並びに点鐘       猪狩 佳亮 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●6月 9日例会のお花 

 

オンシジューム(すずめらん) ラン科 

和名のすずめらんは、その状態がむれすずめ（群雀） 

に似ていることによるらしい。 

本日の花は、台湾産の品物である。 

花言葉：飛躍 

 

●2021年 6月 16日は、 

副会長・役員・主要奉仕委員長退任挨拶 です。 

クラブ会報委員会 横山 俊夫 青山 正彦 竹中 裕彦 
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