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●司　会　　星野祐治副会長

●点　鐘　　須山文夫会長

●斉　唱　　「国歌」「奉仕の理想」

本日のゲスト紹介

米山奨学生バッチ・奨学金　授与　須山文夫会長

米山奨学生　江　蕾蕾さん

ご挨拶　米山奨学生　江　蕾蕾様

こんにちは、明治大学大学院　農業経済専攻修士２年の

江　蕾蕾（こう　らいらい）と申します。江は揚子江の

江です。蕾は日本語の漢字のつぼみと同じです。

今回ロータリー奨学生にさせていただきありがとうござ

いました。

会員の入会祝い　秦　琢二親睦活動委員長

（３月）

　竹中裕彦会員　1998年3月11日

　船木幸雄会員　2010年3月3日（10年）　

　松井昭三会員　2015年3月25日（5年）

（４月）

　安藤賢一会員　1992年4月15日　

　中村眞治会員　1996年4月10日

　岩井茂次会員　2004年4月7日　

　水口　衛会員　2005年4月6日（入会15年）

　磯田　稔会員　2015年4月22日（入会5年）

　船山佳則会員　2016年4月27日　　
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（５月）

　鈴木昇二会員　2004年5月12日

　布川　浩会員　2017年5月24日

　工藤和弘会員　2018年5月23日

（６月）

　宮山光男会員　1990年6月6日（入会30年）　

　伊藤佳子会員　2004年6月2日

　大谷　茂会員　2019年6月19日

奥様の誕生祝い

（３月）

　野澤隆幸会員　奥様　弥代子様

　中村眞治会員　奥様　富美子様

　竹中裕彦会員　奥様　敦子様

　沼田直輝会員　奥様　文子様

　星野祐治会員　奥様　一子様

（４月）

　鈴木昇二会員　奥様　順子様

　内田省治会員　奥様　代里子様

　磯田　稔会員　奥様　美津子様

　船山佳則会員　奥様　直子様

（５月）

　清水宏明会員　奥様　晶子様

　秦　琢二会員　奥様　明子様

　永松慎太郎会員　奥様　智子様

　八尋匡彦会員　お母様　早苗様

（６月）

　水口　衛会員　奥様　史子様

　坂東保則会員　奥様　裕子様

　

会員の誕生祝い

（３月）

　坂東保則会員

（４月）

　布川二三夫会員

　出井宏樹会員

　猪狩佳亮会員

　松井昭三会員

（5月）

　遠藤悦弘会員

　須山文夫会長

　牛山裕子会員

　八尋匡彦幹事

　布川　浩会員
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（6月）　

　長島　亨会員

　竹中裕彦会員

　鈴木昇二会員

　大﨑克之会員

　船山佳則会員

　星野祐治副会長

会長報告　須山文夫会長

長きにわたり例会をお休みさせていただきました。毎週

水曜日このお大師様に来てお昼を食べて帰る、ロータリ

ーの仲間に会うということは日課だったとおもいます。

それが突然コロナという状況で集ることがはばかられる

状態で例会を取り消しという形にさせていただきました。

私も含めて皆さんもさみしいおもいをされていたのでは

ないかなと、生活習慣というものはおそろしいもので水

曜日のお昼を私はこの例会場で食べるというのは決まっ

ていますので水曜日にお昼はどこで食べたら良いのだろ

うということを迷うことが多くて３ヶ月間苦労をしてお

りました。

この３ヶ月間に特別号の週報を出していただきました。

２回ではありますがそういう形で情報を出したりガバナ

ー月信、４か月分を配布させていただきましたが3，4，

5月号についてメールで配信させていただける方にはメ

ールで配信させていただきました。できるだけロータリ

ー情報をお流しする方向で進めさせて頂きましたが手探

りの状態でやらせていただきましたので不十分かとは思

います。今日は今週の会長報告ということになります。

そんなに多くはありませんが発表させて頂きたいと思い

ます。

次年度の委嘱状がきています。

　米山カウンセラー　中村眞治さん

　地区青少年交換委員会委員長　牛山裕子さん

　地区ローターアクト委員会副委員長　布川浩さん

　地区ロータリー補助金委員　竹中裕彦さん

先週末から本来でしたらハワイのホノルルでロータリー

の国際大会が予定されておりました。このコロナの影響

でハワイも入国をするというと２週間ほどこもってから

外に出てくださいということです。早々に中止になりま

したが、今年度牛山さんが行かれる予定でした。私も行

く予定にしていてとても楽しみでした。ことごとく中止

になりました。国際大会が中止になりましたがマローニ

ー会長からオンラインで国際大会をやりますと案内が来

ました。6月20日～26日迄の間にいろいろなプログラム

の案内が来ております。詳細はまだお応えできませんが

ぜひ見てみたいという方は是非登録をしてください。パ

ソコンで見られる状態になっています。ご興味がある方

はいっていただければと思います。私も勉強したいと思

います。国際大会はそういう形になります。

地区より財団でフェイスシールドというものが2590地区、

2780地区で５万個を神奈川県に対して寄付させていただ

きました。2590地区にはこれがまだ１万個くらいありま
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出席報告　　　　　　　　　　　　　　　秦　琢二会員

2261回 ４３ ３８ ２６ １２

会員数 対象者 出　席 欠　席 出席率

68.42 ％

す。クラブで送料は負担してくだされば差し上げます。

ということなので今回もらってみようと思います。フェ

イスシールドが当クラブに約200個あります。今日八尋

幹事も持ってきてくれています。回覧しますので、近所

に医療関係の方、介護関係の方、こういったシールドが

必要な方はクラブに御用意しています。こういう形にな

っていますが皆さんであまり手を触れないようにという

ことで出来上がり品ではないんです。皆さんで作ってい

ただくキットになっています。ロータリーのシールを貼

ったりスポンジを張ったりゴム紐をつけたりします。い

っていただければご提供できます。ご活用いただければ

と思います。

幹事報告　八尋匡彦幹事

①配布物

ロータリーの友、ガバナー月信など大変内容が多いので

封筒もあわせて用意してありますのでお持ち帰りいただ

ければと思います。

受付にて次年度ロータリー手帳をご希望の方は配布させ

ていただいております。受け取られた方はチェックして

受け取っていただければと思います。

2月の創立記念の時に案内がありましたが、殿町の高橋

町内会会長からいただいた資料が受付に置いてあります。

殿町の内容についてかいてありますのでご興味のある方

はご覧下さい。

②回覧

次年度手帳の内容についてのチェック、他クラブ例会情

報、ファイアーサイドミーテイングのご案内、18-19年

度年次報告、川崎市内定時制高校の会報

③表彰

米山功労者第３回マルチプル感謝状　須山文夫会長

牛山裕子会員より須山文夫会長に表彰

④お弁当をお持ち帰りされる方は、夕方までにお召し上

がり下さい。

⑤本年度最後の理事会を開催いたします。13：45よりこ

の会場で開催しますので理事の方はご参集お願いします。

スマイルリポート　星野祐治副会長

松井昭三会員

お久しぶりです！お誕生祝いと入会祝ありがとうござい

ます。

竹中裕彦会員

皆様の元気なお顔を拝見でき、本当にうれしいです。私

は２か月リタイア後の予行演習をしていました。
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須山文夫会長

皆様３か月振りの例会です。元気なお顔を拝見できて嬉

しいです。

本日のニコニコのテーマ

「皆様お久し振りです！！こうして再びお会いできるこ

とを心よりお喜び申し上げます。」

小林勇次会員、野澤隆幸会員、岩井茂次会員

坂東保則会員、須山文夫会長、布川　浩会員

遠藤悦弘会員、炭谷博功会員、伊藤佳子会員

星野祐治会員、横山俊夫会員、八尋匡彦会員

鈴木昇二会員、猪狩佳亮会員、鈴木幹久会員

牛山裕子会員、中村眞治会員、秦　琢二会員

出井宏樹会員、内田省治会員、水口　衛会員

　　　　　　　　　　　　　　合計37,000円

委員会報告

●次年度幹事　竹中裕彦会員

１）次年度会費と納入案内について

２）会員名簿の作成に伴う情報の確認について

３）期首計画書の提出依頼（本日23：59迄）

次年度会長挨拶

猪狩佳亮次年度会長

例年との比較について話をすると、例年3月に会長エレ

クトが第１グループから第7グループまで集りPETSを行

います。会長エレクトトレーニングセミナーをやります。

３月末に聖光学院で地区研修協議会があります。これも

あわせて中止となりました。PETSは5月27日くらいに延

期しますという案内がきて、地区研修協議会も6月17日

くらいにやりますという案内が来たのですが、緊急事態

宣言があけたけれど少しどうなのだろうということと、

聖光学院さんは学校なので会場を使うことができないと

いうことで結局中止になりました。私たちは史上初PETS

を受けないで会長になることになります。そんな中で地

区からいろいろ情報を、文書でご案内いただいておりま

す。例年５月下旬くらいにやる次年度に向けてのクラブ

協議会、通常でしたら今日あたりにやらせていただいて

いると思うのですがそこで話をするような事を今日話を

します。

RI会長に関する情報です。お名前がボルガー・クナーク

会長です。

ドイツ、ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メル

ン・ロータリークラブのかたです。

2020‐21年度テーマはRotary opens Opportunities「ロ

ータリーは機会の扉を開く」です。機会の扉を開くとい

うことで扉のマークがこのテーマは、いろいろな扉が並

んでいるロゴができてきます。気に入っています。こど

もも気に入っています。理由はどこでもドアに似ている

からです。グッズを買ってこどもとも共有したいと思い

ますし、皆さんと一緒につけたいと思っています。「ロ

ータリーは機会の扉を開く」ときいて何を想像するかで

す。最初に聞いた時に思ったことはロータリアンが奉仕

活動をして、奉仕の先にいらっしゃる一般市民の方、団

体の方などに対していろいろな新しい機会を開くという

ような奉仕先の皆さんが、社会に対して良いことをしよ

う、全世界国民の機会が開かれるんだというニュアンス

かと思ったら、来た文章を読んだらRI会長がおっしゃる

のはロータリアンの機会なんです。ロータリークラブへ

の入会、それだけではなく、よんでみると無限の機会へ

の招待だと、クラブへの入会は無限の機会への招待であ

ると。大小様々な奉仕の機会や生涯続く友情、絆を築く

機会、奉仕と親睦、友情を築く、リーダーシップの機会、

私が会長をさせて頂くのもその機会を頂くということで

ロータリーには様々な機会がある。ロータリーに入るこ

とが様々な扉を開くということがRI会長テーマに込めら

れた意味あいだと理解しております。それをうけて国際

RC第2590地区ガバナーは吉田隆男ガバナーになります。

クラブは神奈川東ロータリークラブです。ガバナー方針

は“ためになる魅力あるロータリー”～自分を磨き、品

格とクラブの魅力を高めよう～です。
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ロータリーの魅力を再発見するとか新しい戦略計画を実

行する。というような10個くらいの重点項目があります。

RI会長とニュアンスは近いのかなと思っていてクラブの

魅力、魅力あるロータリークラブにするために奉仕、親

睦、同好会などいろいろな機会を通じて魅力あるクラブ。

自分はこのクラブにいてロータリアンだなと思えるよう

なクラブにしようということなんだと思います。重点事

項の内注目されるものとして、ロータリーの友を有効活

用しようというのがあるんです。我々のクラブは既にロ

ータリーの友を有効活用しているのでより発展させてい

こうと思っています。岩井さんの時からはじまったこの

ロータリーの友事業は5年目くらいかな？を迎えると思

いますが、委員長が３０分をフルに使って読まれていま

したができれば色々な方が、いろいろなテーマが月ごと

にありますよね。月間テーマに応じた委員会の方とか、

前に立って話をしたいという方がいらっしゃればぜひ積

極的に、色々な方が読んだり意見を発したりできるよう

な場にできればいいなあと考えております。

RI会長テーマがあり、ガバナーのテーマ、今度はクラブ

の話です。

去年12月に理事、役員の方のご承認をいただきました。

いろいろなやりたいことを羅列しました。幹事になって

いただいた竹中さんはじめ何人かの方にA４で４枚くら

いの用紙を使ってこういうことをやりたいのだけれどど

うだろうという御意見をお聞きしながら進めてきました。

とはいえ初めてのことなので不安も多かったのですが年

末ぐらい、理事・役員が決まった直後くらいからまず最

初に奉仕活動をどうしようということで、地区補助金の

事業もありますから奉仕委員会の皆さんに集っていただ

きました。皆さんがあつまっていただくといろいろなア

イデアが出て心強いとおもいました。12月くらいにキッ

クオフミーテイングをやって、１月、２月くらいでそれ

ぞれ皆様がお持ちのアイデアなどを繋げて頂いて1月、2

月くらいまでで奉仕活動、コロナの関係で新しい奉仕活

動ができるかできないのかはありますがほぼ成立すると、

やれそうだということになったんです。2月頭くらいに

有頂天になりました。ロータリーは年度ってよく船に例

えるじゃないですか。出航しますと、いうことをよくい

われますが、船じゃない。飛行機なんだと思いました。

今から飛んでいくのだというかんじでこれはうまくいく

なという感触を得ました。具体的な話は後でします。そ

の頃に会長方針を考えて、具体的な中身を考えるのは得

意なのですがひとことでビシッとテーマを決めるという

のはあまり得意ではなく最初はどうしていいのかわから

なかったので過去47年の会長指針を全部みました。分析

をしながらまずどんな単語が使われているのだろう、奉

仕が20何回とか親睦が何回とかロータリーとかそういう

単語は当然メジャーなところは出てくるので、作るのは

難しいなとか思いながら、文字数、過去史上一番長い文

字数の会長指針は何だろうとか一番短い文字数の会長指

針は何だろうとか、一番短いものは５文字なんです。一

番長いものは須山会長かな？とか文字数を数えたり英語

なのか日本語なのかとかいろいろ分析をしました。その

時に思いついたのは漢字一文字にしようと思ったんです。

一文字にするとその一文字から想像されるものは会員の

方によって違う、ロータリーの楽しみは人それぞれ違う

ので一文字を掲げてそれぞれ皆さんが楽しみながら、ク

ラブの接し方などそれぞれあっていいのだろうなという

ことで漢字１文字にしよう。また５０周年にむかう意味

でもクラブにとって一文字はいいなと思っていました。

しかし２月末くらいになったらこのコロナで例会が中止

になったじゃないですか。自分の中でもこの毎週水曜日

の皆さんに会えるというのがなくなり３月くらいまでは

なんとか我慢していたのですが、緊急事態宣言が出て４

月、５月はテンションが下がってくるんですよ。さっき

飛行機がとんで船が出航する前に、おれは空を飛んでい

ると思っていたのですがそうもいかなくなり気持ち的に

落ちてくる部分がある時に、一文字だと地味だなと思い

ました。変えました。もう一度47年を見返したときに過

去47年で英語、横文字の会長指針が１回しかないんです。

幹事になっていただく竹中年度で、大師101とかは日本

語ですよ。クラブライフをエンジョイしようも日本語と

して捉えています。それで英語にしようとなりました。

テンションがあがるものとなって「Let's play again」

としました。againは一度ロータリーが休止になってし

まったのでもう一度モチベーションを上げていこうよと、

もう一度みんなで水曜日に集ろう、奉仕活動をしようと

いうみたいな again方が漢字一文字よりテンションが上

がるじゃないですか。それでこれをつけました。Let's 

play のところは先ほどの漢字一文字で想像するのと似

ていて playにはいろいろな意味がありますが play　

game,play the pianoとか楽器を演奏する、ゲームをす

るとかどちらかというと楽しい事、何かをするという訳

なのですが楽しむというニュアンスが入っている単語な

んです。ロータリーを楽しもうよと、魅力あるクラブ作

りをするためにはそれぞれ楽しみ方は違うと思うんです。

クラブに、例会に行くと楽しいよとか同好会でも良いで
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すし親睦の夜間例会でも良いですしみんなと会うのは楽

しいよねという、そう思えるクラブにしたいので　この

単語を選びました。 playから想像されるロータリーで

楽しむというのは人それぞれニュアンスは違うでしょう

からいろいろな委員会とか事業の中でそれぞれ楽しみを

みつけて頂ければ良いなと思うんです。横文字は少しテ

ンションが上がるんです。それなのでこれでいきます。

よろしくお願いします。

これを会長指針として決めました。

全ての事業をお話するのは難しいと思われますがいける

ところまでいきます。

　まず奉仕活動、方向性云々は話をしましたが目玉の奉

仕活動をお話しします。地区補助金プロジェクトになっ

ています。皆さん、ボッチャはご存知ですか？内田さん

にご説明頂くといいのですが、違ったらいってください

ね。ボッチャはスポーツです。今年パラリンピックが開

催されたならパラリンピックにも入っていたスポーツで

す。パラリンピックで競技になるくらいなので我々のよ

うな健康な方もできますが障害をお持ちの方、小さいこ

ども、ご高齢の方など、どんな方でも参加ができる万人

向けのスポーツです。ルールはまず円がありボールがお

いてある。まとがありそこに投げます。近付いた人が勝

ちです。単純です。カーリングに近いイメージです。そ

れを選んだ理由は地域の方、既にボッチャの事業をされ

ている町内会がありそこに道具が足りないということ、

よりたくさんの市民の方に集って健康作りのためにやっ

ていただく意味でも、いろいろな立場におかれた市民の

方に集って頂くような事業なので沢山の方に参加して欲

しい。大師支所で道具が足りないという話になりました。

そこで道具は提供すると、その上で大会を開こうではな

いかと、川崎大師ロータリークラブ後援とか、まず我々

もその場に参加しようではないか。チーム戦なのでまず

チームができます。場合によっては障害をお持ちの方、

方手だけ使うような方はその為の補助器具のようなもの

があるんです。そういうものをつかうこともあるでしょ

う。その中に我々もチームを作って出ようとなったんで

す。道具渡して、お金を寄付して、奉仕活動だよねと記

念撮影というものが嫌だったんです。我々も体を動かし

て一緒に楽しむ。ロータリアンのいい大人が本気でスポ

ーツをやるという場を作れば、皆さんスポーツは嫌いで

はないですよね。たくさん来て下さい。みんなでワイワ

イやるような場にもなるし、色々な状況におかれている

地域の方にロータリーの活動を知ってもらえたりとか楽

しんで頂けたりするのでとても良い奉仕活動かなと思っ

ております。

コロナさえ収まれば必ず実現するので是非ご協力をお願

いしたいと思います。もし本当に実現するとなったら今、

川崎区の中でボッチャをやってらっしゃる方に来ていた

だき卓話をお願いするとか、例会が終わった後とか例会

中など練習試合をやったりということもしたいなとおも

います。

もう一つ本当はありました。学校関係の事業なんです。

ですが、このご時世で学校でその企画は中止になります

という案内をいただいてしまったので新しく鈴木昇二委

員長を中心に考えられると思われます。大きく分けて高

齢者、障害をお持ちの方に向けた奉仕活動と、未来を担

うこどもたちに向けた奉仕活動という方針でいこうでは

ないかと感じで２本ともできあがったので私は有頂天に

なっていたのですが、１つコロナの影響で中止になりま

したがまた新しいこども向けの企画を組めれば一番いい

かなと思っております。他にも奉仕活動ありますが時間

の関係でそれはまた来週以降とさせてください。

　親睦です。親睦は現八尋幹事にお願いしました。よろ

しくお願いします。親睦も会員同士の友情を深めたり、

会員と家族、ローターアクトの皆も含めて交流をしてい

きたいということで考えております。移動例会なども例

年通りやっていきます。１つだけ数字の目標、12月に年

忘れ家族会があります。インターコンチネンタルホテル

でやる予定です。12月16日で予約をいれました。すでに

もう一つ他のクラブの家族会が入っていてギリギリで押

さえられた感じです。家族会の目標、家族会に100人以

上来ていただきたい。私の一生に一度の晴れの舞台です

ので皆さん、ご家族、親戚お誘い合わせの上、インター

コンチネンタルホテルに12月16日夜6時お集まり下さい。

これが目標です。家族会100人よびますよというだけで

は集らないんです。家族会がいかに楽しいかを家族の皆

さんに知ってもらう会をやりたいと思います。詳細は八

尋親睦委員長と相談の上、報告をさせていただきます。

　あと３週間くらいでスタートいたします。私の年度は

7月1日スタートです。フルに１年間使って頑張りたいと

思いますのでご協力をよろしくお願いします。

ありがとうございました。

総評　須山文夫会長

猪狩次年度会長には急にふったのにも関わらず30分埋め

ていただきなんて素晴らしいのだろうと、来年もうすで

に飛行機は飛んでいる状態と、ひじょうに楽しみな年度

になってくると思います。私の年度は皆さんは船長が悪

いという意味で、最初の出港は泥船で出発しました。豪

華客船にはなりませんでしたが最後はやはり屋形船でお

われればいいなという話をさせていただきました。ここ

３か月荒波に揉まれてどうなることやらと思いますが何

とか屋形船で帰れそうな気がしてまいりました。次年度

の話を聞いて「Let's play again」ということ、楽しみ

が増えるのかなとワクワクしています。

今日は久し振りにお顔をあわせこんなに多くの方に来て

いただきました。来週も同じような形で例会を進めさせ

て頂きます。ぜひ来週も元気で会いたいと思います。

●閉会宣言並びに点鐘　須山文夫会長
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日時：令和２年６月２４日㈬は

　　　　◇ガバナー補佐挨拶

　　　　　会長・幹事　退任挨拶

船山　佳則／布川　浩／秦　琢ニ
クラブ
会　報
委員会


