
川崎大師ロータリークラブ 週報 第 12号            ２０２０年１０月７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 

  

 

 

 

 

 

●司 会              横山 俊夫 SAA 

●開会宣言並びに点鐘       猪狩 佳亮 会長 

●斉 唱   ＜友達になろう＞ 

      ♪須山 文夫 ソングリーダー 

●ゲストの紹介          猪狩 佳亮 会長 

川崎大師ローターアクト幹事     楠本 恭平 様          

 
「皆様こんにちは！川崎大師ＲＡＣで今年度幹事の楠

本です。提唱クラブの川崎大師ＲＣの皆様には、いつ

もご支援を頂いておりありがとうございます。今のと

ころＲＡクラブは 30 歳で卒業になっておりますが、

現在会員 7 名の内私を含め 3 名が 30 歳です。私達も

会員増に努めておりますが、ロータリアンの皆様方に

も是非お子様や会社の方のご紹介をお願い致します。

どうぞ宜しくお願い致します。」 

小泉歯科医院 医院長          小泉 敏和 様 

●来訪ロータリアンの紹介  八尋 匡彦 親睦委員長 

川崎ＲＣ 副会長 堂本 典希 様 

●笹沼 裕丈 様 入会式 

・紹介              猪狩 佳亮 会長 

ハーモニーファーマシー株式会社 代表取締役 

 

職業分類：薬局 1971 年 2 月生まれ。 

東海大学出身で、ご家族は奥様とお嬢様１人。会社は

鶴見ですが幸区大宮町にお住まい。矢野会員の弟さん

で趣味はやっぱり剣道です。 

・猪狩会長よりバッジとネームプレートの授与 

・歓迎の言葉           猪狩 佳亮 会長 

・ご挨拶 

「本日入会させて頂きました笹沼裕丈と申します。ハ

ーモニーファーマシーと云う調剤専門の薬局を営んで

おります。川崎では追分調剤薬局も私どもの薬局です。

もし薬の事でご相談がございましたらお気軽にお声掛

け頂けましたらと存じます。歌が前回と違いましたの

でまず歌から覚えなければと感じております。(笑) 

これから、皆様、兄もご指導いただいて(笑)微力な

がら力になれればと思っております。宜しくお願い致

します。」 

●入会祝い         八尋 匡彦 親睦委員長 

野澤 隆幸 会員 1990.10.17 30 周年 

●奥様の誕生祝い      八尋 匡彦 親睦委員長 

鈴木幹久会員 奥様 晋子様 

 

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２２７５回（本年度 第１２回） 例会 ２０２０年１０月７日 －曇り－ 
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炭谷会員 奥様 厚子様  久保会員 奥様 静江様 

小林会員 奥様 充代様  船木会員 奥様 幸子様 

●会員の誕生祝い 

林 鶴 会員 布野 真治 会員 

 

少し遅れましたが、矢野会員(7 月)と小林会員 

 (9 月)の誕生祝いを行いました。 

●会長報告            猪狩 佳亮 会長 

① 米山梅吉記念館より、｢米山梅吉記念館 館報 

2020 秋号｣｢賛助会・一人 100 円募金のお願い｣・書籍

｢超我の人 米山梅吉の跫音・米山梅吉ものがたり｣チラ

シが届きましたので回覧します。恒例の 100 円募金箱

にご協力をお願いします。 

② 鈴木幹久会員より、来週の地域へ飛び出そう移動

例会のために、除菌消毒水ご提供いただきました。本

当にありがとうございます。 

●幹事報告            竹中 裕彦 幹事 

① 10 月は米山月間です。米山豆辞典を配布させて頂

きます。米山学友の群像を回覧致しますので、ご覧下

さい。また、2019 年度の事業報告書を事務局に保管し

ておりますので細かく知りたい方はご連絡下さい。 

②「地域へ飛び出そう移動例会①」の案内 

10 月 14 日通常通りこの例会場へ集まり点鐘後、当ク

ラブ 30 周年記念事業で寄贈したべか・キッズランド

を清掃し松月庵で食事をする予定です。 

使わなくなったハンカチかタオルをご準備下さい。 

③ 野澤さんご推薦の雨谷麻世さんチャリティ・コン

サートのチケットが残りわずか 10 枚だけとなってし

まいました。11 月 2 日 18 時開場です。ご希望の方は

お急ぎ下さい。 

④ ロータリーの友 10 月号とガバナー月信第 4 号を

配布しております。 

⑤ 第 4 回定例理事会を 13 時 40 分より開催致します

ので理事・役員の方はお残り下さい。 

●出席報告         中村 眞治 出席委員長 

メークアップ 

  林 鶴・水口 衛・須山 文夫・坂東 保則 

出井 宏樹・磯田 稔・奥山 啓寛   各会員 

●委員会報告 

⦿中村 眞治 米山奨学生カウンセラー 

 

10 月 5 日(月)ソシエ 21 にて米山カウンセラー研修会

があり、米山奨学増進・同学友会・同選考の各地区委

員はじめガバナー、(公社)ロータリー米山記念奨学会

大野理事 28 名カウンセラー36 名の出席で開催されま

した。 

 特筆すべき事項としては、横浜旭ＲＣのカウンセラ

ー宋謹衣さんが奨学生・学友会を経てロータリアンに

なられているという事で絶賛されたことです。 

●スマイルリポート       大﨑 克之 副会長 

川崎ＲＣ 堂本 典希 様 

 本日と来週もおじゃま致します。ありがとうござい

 会員数 対象者 出席 欠席 出席率 

2275 回 43 40 28 12 70.0 % 

2273 回 43 40 24 16 60.0 % 

前々回の修正メークアップ 14 名・修正出席率 95.0 %  
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ます。 

野澤 隆幸 会員 

 10 月 30 日、京都・総本山で執行された戦没者慰霊

法要に参列しました。半年ぶりの遠出の旅になりま

した。 

矢野 清久 会員 

 弟を宜しくお願いします。 

須山 文夫 会員 

 金木犀の香りがマスクをしていても感じる季節に

なりました。皆様、お身体ご自愛下さい。 

牛山 裕子 会員 

 川崎ＲＣ堂本副会長、お久しぶりです。私共の例会

をお楽しみ下さい。 

出井 宏樹 会員 

 宮﨑さん例会にようこそ。楽しんで下さい。 

布川 浩 会員 

川崎大師ＲＡＣ楠本幹事、例会へようこそ！昨晩は

例会疲れ様でした。 

大﨑 克之 副会長 

①楠本様、いつもＲＡＣ幹事お疲れ様です。今日はＲ

Ｃの例会で息抜きをしていって下さい。 

②笹沼様、晴れてお仲間になれて光栄です。今後もご

指導よろしくお願い致します。 

③宮﨑様、ようこそ大師ＲＣへ。例会をお楽しみ下さ

い。 

竹中 裕彦 幹事 

①笹沼様、入会おめでとうございます。これから一緒

に楽しみましょう！ 

②楠本ＲＡＣ幹事、ようこそ提唱クラブへ。先日は本

音のボーイズトークをありがとうございました。 

③鈴木幹さん、来週のべか・キッズランド清掃時の除

菌消臭水をご提供頂きありがとうございます。 

④｢友｣精読、水口委員長と秦Ｒ財団副委員長宜しくお

願い致します。 

猪狩 佳亮 会長 

①川崎ＲＣ堂本副会長、ようこそ川崎大師ＲＣへ。 

例会をお楽しみ下さい。 

②笹沼さん、ご入会おめでとうございます！ 

 ぜひ一緒にロータリーライフを楽しみましょう。 

③ロータアクトクラブ楠本幹事、ようこそいらっしゃ

いました。3 日連続でお会いしていますね。おかげ

で少し若返った気がします。 

④水口委員長、秦さん、ロータリーの友精読よろしく

お願いします！ 

 

   本日のニコニコテーマ 

『読書の秋です。 

渾身の「友」精読を楽しみにしてます。』 

鈴木 昇二 伊藤 佳子 水口 衛 小林 勇次 

内田 省治 松井 昭三 工藤 和弘 大谷 茂 

 青山 正彦 奥山 啓寛         各会員 

 

 

～～～ ロータリーの友 10 月号精読 ～～～ 

 

●水口 衛 雑誌・広報委員長 

 
(1) ホルガー・クナーク会長メッセージ …P3 

 ソーシャルインパクトネットワーク・ロータリーク

ラブの初代会長レベッカ・フライさんは、オーストラ

リアを中心に 5 カ国のロータリー学友に働きかけクラ

ブを創立し、Microsoft Teams を使って例会やプロジ

ェクトを行っている。 

クナーク会長はこの革新的な例を挙げて、ロータリ

ーがより多様な人々を歓迎し、より重要な存在となり、

誰にとってもより一段と楽しい活動になるようにする

ためのツールなら、私たちの手の中にあります。今こ

そ、このツールを活用すれば、ロータリーは私たちに

も、ロータリーを知らない人々にも、機会の扉を開い
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てくれるのです。と、ご紹介頂きました。 

(2) コロナ禍での対応最前線 

各現場の従事者を支援！ …P40 下段  

 川崎で全く同じ社名(株)水口の記事が載っており、

自分のことを言っているようでおかしいですが(笑) 

と精読して頂きました。 

 当クラブでもフェイスシールドやマスクの寄贈をし

ておりますのでよければ｢友｣記事にのせて頂けれ

ば･･･と思い紹介致しました。 

 

●秦 琢二 ロータリー財団副委員長 

 

｢お腹がいっぱいになり、たぶんウトウトとしてしまう

内容ですが、宜しくお付き合い下さい。｣とのご挨拶の

後、｢友｣記事のご紹介頂きました。 

(1) よねやまだより …P13～17 

ご存じの通り、10 月は毎年米山月間となっておりま

す。｢友｣では米山記念奨学事業の理解を深めて頂ける

よう<基金誕生からの歴史>を大まかな年表で示してお

ります。また、より関心を持って頂くように<第 4 代目

よねやま親善大使>の紹介があります。何かの機会で、

地区大会・セミナー・ＩＭ等々の立場になられた際に

は、派遣としてご活用頂ければ良いお話が聞けると締

め括っております。 

ガバナーは会員の減少で叩かれてるようですが、寄

付金に関しては、34 地区中トップです。全体の 4％を

当地区でまかなっております。 

(2) エバンストンだより 

アフリカ地域の野生株ポリオ 

ウイルス根絶が宣言される …P33～34 

 記事のようにアフリカは根絶が認定されましたが、

残された課題の中で、アフガニスタン・パキスタンに

関しましては P34 下段に症例数が出ております。この

2 国の感染防止が何故進まないのかと云うと、ポリオ

の薬剤自体はロータリーが用意できるんですけど、そ

れを運ぶ手段、内戦とかがあり、行く方をガードする

方の手配、そう云うものが複雑に絡み合い難しくなっ

ていると聞いております。このあたりの情報は、牛山

さんが詳しいのでお問い合わせ頂ければと思います。 

●閉会宣言並びに点鐘       猪狩 佳亮 会長 

コロナ禍での自然災害<熊本豪雨>P8～11 も紹介し

ます。今日お越しの楠本幹事に先日のＲＡＣ例会の中

で、地元人吉の方から送って頂いた写真などで卓話を

して頂き、ボランティア活動をしたいんですが神奈川

からはコロナ感染で受け入れてもらえない現実もあり

ます。我々の出来る事をしたいと思います。 

 

 

 

●10 月 14 日例会のお花 

 

薔薇（ばら） 

わが国のばらは、いずれも野生種(のいばら、はまなす)

であった。今のようなばらになったのは、明治時代以

後であり、欧米の新品種が輸入されたためである。 

花言葉：色によって違うが、赤ばらは純潔 

 

2020 年 10 月 21 日(水)は通常例会です。 

卓話者 米山記念奨学生 江 蕾蕾 様 

クラブ会報委員会 横山 俊夫 青山 正彦 竹中 裕彦 



川崎大師ロータリークラブ 週報 第 12号            ２０２０年１０月７日 発行   5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 

 


