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●司　会　　松本　和晃ＳＡＡ

●点　鐘　　牛山　裕子会長

●斉　唱　　「国歌」「奉仕の理想」

　　　　　　　　　　　　　伊藤　佳子ソングリーダー

ゲストのご紹介　　　　　　　　　　　牛山　裕子会長

石川　稔也様（2016年度ロータリー青少年交換学生）

御挨拶　　石川　稔也様

こんにちは、タイに出発するまで残り１週間となってし

まいました。出発日が近づくにつれて楽しみな気持ちで

一杯です。タイに行くことが決まってからの半年間、ス

キー研修や広島、京都、富士山などたくさんの場所に連

れて行ってもらって多くの経験をさせていただきました。

　その経験を活かして自分の出来ることを精一杯頑張っ

てきたいと思います。

又何か困ったことや悲しいことがあったら創立記念の時

にもらった抜粋の綴りという本を読んで心を落ち着かせ

たいと思います。皆さん、これからもどうぞ宜しくお願

いします。

来訪ロータリアンのご紹介　　　　　須山　文夫副会長

川崎RC　山本　浩文様

８月入会祝い　　　　　　　　　　　須山　文夫副会長

　遠藤　悦弘会員　昭和62年8月 5日

　小泉　敏和会員　平成 5年8月25日

　須藤　　宏会員　平成11年8月18日　

　渡辺冨士夫会員　平成13年8月29日

　内田　省治会員　平成25年8月21日

　大﨑　克之会員　平成26年8月27日
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会員の誕生祝い

　鈴木　幹久会員

　野澤　隆幸会員

　船木　幸雄会員

奥様の誕生祝い

　須山　文夫会員　奥様　由美子様

　きれいなお花が届きます。

会長報告　　　　　　　　　　　　　　牛山　裕子会長

・川崎大師風鈴市のお礼状、川崎大師観光協会会長　斉

藤文夫様から頂いております。（回覧）

・船木会員がポールハリスフェロー認証状が届いており

ます。

ますので宜しくお願いします。

幹事報告　　　　　　　　　　　　　　水口　　衛幹事

・本日１時４５分より地下会議室で理事会を行います。

各委員長の方は宜しくお願いします。

・横浜東ローターアクトクラブより８月第３例会の案内

がきています。（回覧）

・例会変更の案内がきています。

メイクアップ

林　　　鶴、坂東　保則　　各会員

出席報告　　　　　　　　　　　石渡　利治出席委員長

2104回

2102回
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会員数 対象者 出　席 欠　席 出席率

前々回の修正　メークアップ 名2 75.00

64.70
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修正出席率
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スマイルレポート（ニコニコボックス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　須山　文夫副会長

川崎ＲＣ　山本　浩文様

①今年度もメイクアップでお世話になります。。

②昨日は嶋崎会員にはわざわざご足労頂きありがとうご

ざいました。

鈴木　幹久会員

野澤さん、竹田さん先日は大変お世話になりありがとう

ございました。

私も喜寿を迎える年になりました。今年も頑張ります。

竹中　裕彦会員

①昨日明け方の空爆はすごかったですね。普段熟睡する

と目が覚めない私も起きました。

②石川君１年間体に気をつけて、今しか出来ないことを

楽しんできてください。

松井　昭三会員

未だ治療中ですが昼間など時間が空きましたので出席致

しました。

暑さの中体調管理に苦労しましたがようやくカウントダ

ウンに入りました。

出井　宏樹会員

川崎大師塩原温泉へ厄除け不動尊大祭に行って参りまし

た。ご協力有りがとうございました。

水口　　衛幹事

・石川君、１年間頑張ってきて下さい。

・ロータリーの友精読、宜しくお願いします。

牛山　裕子会長

・今年度第１回「ロータリーの友精読」黒澤委員長、宜

しくお願いします。

本日のニコニコのテーマ

「ロータリーの友精読宜しくお願い致します。」

伊藤　佳子、竹田　正和、石渡　勝朗、竹内　祥晴

岩井　茂次、松本　和晃、金澤　康治、寺尾　　巌

船木　幸雄、鈴木　昇二、坂東　保則、黒澤　　穣

野澤　隆幸　各会員

　　　　　　　　　　　　　合計　３６，０００円

委員会報告

青少年奉仕委員会　　鈴木　昇二委員長

　今日君が代が流れましたが明後日から２０回くらい聞

けるのではないかなと思っています。

・川崎大師ローターアクトクラブ再立ち上げ方針説明

会・意見交換会の案内を配布しました。

当クラブが休会して２年、その間皆様、様々工夫してま

いりましたが未だ再立ち上げ出来ておりません。

今年度は是非出井ローターアクト委員長と積極的に必ず

立ち上げるという意気込みでおります。

８月３１日例会終了後、この会議室で１３時４５分から

説明会と皆様のご意見を伺いたいと思っています。

クラブの応援がなくして出来ることではありません。

どうぞご協力を宜しくお願いします（回覧）

国際奉仕委員会　　猪狩　佳亮委員長

・本日１０時～１１時まで国際奉仕委員会を開催いたし

ました。

米山、財団、姉妹クラブ委員会と３つの小委員会があり

ます。

委員長から活発な意見もありました。非常に熱い議論が

交わされましたのでご報告をさせていただきます。

職業情報委員会　　鈴木　幹久委員長

前回もお願い申し上げましたが３分間スピーチをお願い

しようと思います。

会員相互の理解とご協力を賜ったり促進したりと言うこ

とで会員の皆さんの職業を簡単にお話頂き内容を知る

と、成功談より失敗談をご披露いただき各自会員の皆さ

んの人となりを知ると・・・。

まずはじめに金澤委員長どうぞ。

３分間スピーチ　　　金澤　康治　職業奉仕委員長

　敬愛する鈴木委員長に紹介され光栄です。

皆様のお手元に私共の会社案内を配らせていただきまし

た。川崎区田町で町工場をやらせていただいております。

鉄工所をやっています。昔は周りに町工場がたくさんあ

りましたがほとんど孤立した状態です。
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その中で簡単にご説明いたしますが、取引先は充電メー

カーが多く、少し前までは原子力などもやっていました。

今は原子力はストップした状態です。発電所関係の仕事

と言うことで、今はそれに変わる火力発電所とか水力発

電所の仕事、発電機そのものを作るのではなくその中の

材料を作って納めさせていただいています。

特徴としては大型プレスをはじめとして鉄板を曲げる機

械と技術があり特殊な形で仕事を頂いております。

失敗談は、ある大手の仕事をやらせていただいた時に制

作工程と品物の検査に来たいということで、普段は１人

か２人で来ますが、そのときは５～６人で来ました。作

業中の写真を撮ったり詳しく調査してかえって行きまし

たがその後そこからの仕事がパタっと途絶えました。

なぜかというとその時にうちの技術を盗まれ、自分のと

ころでやったというすごい苦い経験がございます。製造

業の方は是非気をつけていただきたいと思います。

要望は同業に近いですが細谷さんの会社や松井さん、磯

田さんの会社や前に仕事をいただけるチャンスだと思う

のですが最近少し仕事が途切れてますので今後とも一生

懸命やりますので是非仕事をいただければと思います。

ロータリーの友　精読　　黒澤　穣　雑誌広報委員長

今年度雑誌広報委員長を仰せつかりました黒澤です。

１年間ご協力お願いします。

雑誌広報委員長ということで６月２５日過ぎにに突然支

店に送られてきてこういうことでスタートしました。

庶務係からこんな郵便が来ていますと見せられ、こうい

うことだと。

話を聞いたら岩井さんが「来たでしょ」といわれ、「こ

れ来るとプレッシャーなんだよね」といって一生懸命読

んでらっしゃったんだなということがわかりました。

年間スケジュールにロータリーの友精読が書いてありま

したので、やはりやるんだということで、かといって私

の拙い知識ではそんなに説明も出来ませんので、皆さん

と一緒にロータリーの友、来たとき位はページをめくっ

て、どこに何が書いてあるのか一緒に読んでいけたらと

思っております。

先月、７月２５日にきちんと送られてきました。

一生懸命読もうと思ったのですが、月末週でなかなかペ

ージを広げる時間が無くて、先週は川崎大師塩原温泉の

参拝にも行って参りましたので、一生懸命お参りをして

まいりました

で、今日の日を迎えたとこういうことです。

皆さんお手元にあるロータリーの友の３ページRI会長メ

ッセージのところから読ませていただきたいと思います。

■Rl会長メッセージ

　A　Message　from President RAVINDRAN.

　あなたのひとことからはじまる

　親愛なるロータリーの皆さん・・・４０年前私は入会

すれば会社の為にも地域社会のためにも良いと考えられ

ていたのです。もちろん誘われれば“はい”と答えます。

あの時代に会員数が急増したことは驚きではありません。

キャンベル氏からは仕事をさぼる口実にロータリーをつ

かわないようにと言われていました。

それでも昼の例会にいれたり、地元で奉仕活動をする時

間は十分にありました。週に一度長めの昼食をとること

が方針を妨げないだとか、時折仕事中にかかってくるロ

ータリー関係の電話について上司がどう思っているかな

ど心配する必要は全くありませんでした。しかし今では

事情が変わってしまいました。

会社は時間に関して寛大でなくなり社会奉仕への参加を

好意的にみてくれるマネージャーばかりとはかぎりませ

ん。

携帯電話に次々とメールを受信する状況では例会を心か

ら享受することはできません。仕事とロータリーの両立

は以前より難しくなり、一昔前にロータリーの成長を促

したモデルは、今や成長を妨げる要員の一つとなってい

ます。



5頁川崎大師ロータリークラブ

2016-17年度 国際ロータリー第2590地区人類に奉仕するロータリーROTARY SERVING HUMANITY

最近の規定審議会でクラブの例会時間に柔軟性を持たせ

る、入会候補者の和を広げることを認める画期的な採択

がされたのはこのためです。会員のニーズに応え、会員

増強の衝撃をできるだけ取り払うため普段の柔軟性が増

しました。

しかし、皆さんにしか取り除くことの出来ない会員増強

の障壁、しかも候補者がロータリアンとのみ欠かすこと

の出来ないものが一つ残っています。それはロータリー

クラブへの誘いです。

私たちの活動を前に進める為には進んで奉仕する、思い

やる心、透明な頭が必要ですとロータリアンの皆さんに

話しますといつも大きな拍手をしてくださいます。しか

しこれらの手、頭、心は魔法のように私たちのクラブに

現れるものではありません。私たち自身が勧誘しなくて

はならないのです。これは皆さんにしかできないことで

す。

この誘いはいわば贈り物です。あなたは地域社会をより

よくする為に必要なスキル、才能、人格をお持ちです。

私たちと一緒に地域社会で活動していただけませんか？

ということです。

私は国際ロータリーの会長です。しかし私が新会員を入

会させることができるのはアメリカテネシー州のチャタ

ヌーガロータリークラブだけです。私は皆さんのクラブ

や地域社会を強くすることはできません。

入会するに相応しい知り合いを人類に奉仕するロータリ

ーに誘うのは皆さんをおいて他にはいないのです

おそらく８月は投票月間と書いてありますのでこういう

メッセージできたのだと思います。

８ページ　ロータリー財団の歴史

７月でロータリー財団　年度が始まりました。

ご承知の通りロータリーは１９０５年の２月、シカゴで

ポールハリスを発足して、この後財団が１９１７年アト

ランタ大会で世界で基金の設立をしました。１９１６－

１７国際ロータリーの連合会で１９１７年８月号にロー

タリアンに向けたクラブのメッセージが書いてあります。

ここからスタートをして９ページ下の１９１７年にロー

タリーの創始者ポールハリスが逝去したときに１３０万

ドルの追悼寄付が寄せられたとか、いろいろな寄付の歴

史が書いてあります。

その中で１０ページ目、１９８０年ポリオ予防接種プロ

ジェクトから世界中のポリオ撲滅を目指して

アフリカとその他の国々に拡大されていると紹介されて

いることから、ロータリーでも動きがはじまったのかな

というところです。

１９８９年、のところを見ると１９８８年ロータリー財

団の成功に後押しされ世界保険総会がポリオ撲滅の目標

を提げ世界ポリオ撲滅推進活動を掲げるというふうに記

載があります。

１２ページ　WHO記事

１５ページ　１００周年を祝う記事　２０１６－１７年

度・・・

１６ページ　数字で見るロータリーの会員状況

女性会員数にスポットをあてています。

世界の平均で２１人、日本国内の平均５．７人

当クラブが所属する２５９０地区は７．４人と国内の平

均は若干上回っています。

１８ページ

ロータリーについてよく知らない人はたくさんいます。

抜粋して読みます。

力を合わせればこんなことも変えられます。

１世紀以上にわたりロータリアンは世界中の地域社会に

変化をもたらしてきました。

にもかかわらずロータリーは何か、他の団体とどう違う

のか、なぜ参加すべきなのかについてよくわかっていな

い人が大勢います。・・・

１９ページ

地域の人たちは・・・

メッセージを発信するためのツールキットを用意しまし

た。このキットにはロータリーについて話す際の

ポイントも含まれており自由に編集して使うことが出来

ます。地元でロータリーの話題を広めましょう。

２０ページ

２４ページ

ソウル国際大会の記事
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２６ページ

２８ページ

熊本地震

３６ページ

例会出席、義務ですか？　楽しみですか？

これだけの人数、顔と名前を覚えるのは大変ですがそう

させていただいております。

４０ページ

ロータリーがたちまち好きになるということ

１０項目書いてあります。

５０ページ

パズルでロータリー

皆さんのところにはがきがおいてあります。

答えは　ハバナ　だと思います。

ロータリーでハバナで検索して見たところ切手に見るロ

ータリー史というのが出てきました。

1940年のハバナ国際大会（キューバ）が開かれたのでハ

バナと出たのでしょう。

初めて登場した記念切手は、1931年にオーストリアのウ

ィーンで開かれたRI国際大会を記念して発行された切手。

これは後に公式切手となりました。

総　評　　　　　　　　　　　　　　　牛山　裕子会長

黒澤委員長ありがとうございます。
非常に上手に記事をチョイス頂いて皆様が今月のロータ
リーの友をお読みになるきっかけになるのではないかと
思います。
今月号のロータリーの友は、私は日本だけかと思ってい
ましたが世界のロータリーが直面している難問すべてが
記載されているように思います。
会員増強、会員が減っているのは当地区だけかと思って
いたら、やはり皆さん問題があるのでしょう。財団はま
だ先の月間であるのに財団ががっちり取り上げられてい
る。このあたりも皆様にご協力をいただかないとロータ
リーの財団を維持していくのはなかなか難しいのかなと
いうことです。
やはり増強と経済的な問題は車の両輪だろうと思います。
あまり私もロータリーの友は読みやすい雑誌だとは思っ
ておりません。ですが、きっかけとしてお読みいただき
ますようお願い致します。
本日は黒澤委員長ありがとうございました。

●点　鐘　　牛山　裕子会長

皆様お暑い中、おつきあいいただきまして有難うござい
ました。
閉会致します。

日時：平成２８年８月１７日㈬は

　　　定款諸規定に基づき

　　休会です
小林　勇次／秦　琢二／沼田　直輝
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