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第2065回（本年度　第13回）例会　平成27年10月7日　－晴れ－

●司　会　　飯塚　元明副ＳＡＡ　

●点　鐘　　竹田　正和会長

●斉　唱　　国歌斉唱　　４つのテスト

　　　　　　　　　　　　　髙濵　玲奈ソングリーダー

ゲスト紹介　　　　　　　　　　　　　竹田　正和会長

故　船山昭三会員のご子息　船山　佳則様

ご挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　船山　佳則様

こんにちは、船山佳則といいます。

生前は皆様のご厚意のもと大きな葬儀をしていただきま

して、ありがとうございました。本当はもっと早くご挨

拶にうかがわなければならないと思っていましたが、四

十九日、納骨が済んでからと思いまして遅くなりました。

お詫びを申し上げます。

生前父は皆さまともっとお会いする機会を作りたかった

と思いますが、今年の1月位に大腸に癌が見つかりまし

て、放射線治療をはじめ良い方向に向かってはいたので

すが6月の中頃に再入院の際、家族には余命1ヶ月と言わ

れました。

最初の2週間は本当に元気で、すぐ退院をしてロータリ

ーに行きたいといっていました。残りの2週間は一気に

症状が進んでしまいました。本人が健康な姿を見せたい

と、自分が弱っている姿を人には見せたくない、自分が

入院しているのはなるべく周りの人には言わないで欲し

いというのが本人の意思でありました。

何人かの方にはご報告させていただきましたが、父が変

に勘ぐってはいけないという身内の気持ちもありました。

本当は皆さんと最後の話ができればよかったかなと、今

は本人は天国で思っているとは思いますが、家族として

はわかってしまっては本人はなかなかつらいと思ってし

まったのでご報告できませんでした。

そういう状況であんなに大きな葬儀をさせていただいた

のは皆さんのおかげだと思っております。本当にありが

とうございました。

いろいろなことあるかと思いますが、私もこれからまだ

まだ頑張っていこうと思っています。

皆様のお力をお借りすることもあるかとおもいますが、

その時はまたどうぞよろしくお願いします。

10月入会祝い　　　　　　　　　沼田　直輝親睦委員長

　野沢隆幸会員　1990年10月17日　入会25年目

　倉成保巳会員　1999年10月20日

　石渡利治会員　2000年10月 4日　入会15年目

　須釜賢治会員　2008年10月22日

会員の誕生祝い

　林　　鶴会員、小泉　敏和会員、布野　真治会員

奥様の誕生祝い

　鈴木　幹久　奥様　晋　子様

　炭谷　博功　奥様　厚　子様

　久保　博和　奥様　静　江様

　小林　勇次　奥様　充　代様

　船木　幸雄　奥様　幸　子様

　渡部　　潤　奥様　由美子様

　松本　和晃　奥様　優　子様
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出席報告　　　　　　　　　　　髙濵　玲奈出席委員長
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前々回の修正　メークアップ 名2 67.34
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前々回の修正　メークアップ 名1 66.66
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％

％

％

修正出席率

会長報告　　　　　　　　　　　　　　竹田　正和会長

先週初めて試みました移動夜間例会、皆様お疲れ様でご

ざいました。また親睦委員会の皆様ありがとうございま

した。楽しい一夜でした。人数は少々少なかったです

が、すごく思い出に残った例会だったかなと私は思って

います。参加された方もそうではないかと思います。

また次週、職場訪問移動例会になります。ご参加の程、

宜しくお願いします。

・マルチプル・ポール・ハリス・フェローの授与

　宮山会員、4回目です。

・箕田ガバナーより公式訪問のお礼が届いています。

・地区より東日本会被災地義援金のお願いがきていま

す。募金箱を回させて頂きます。

・2015-16の地区補助金が振り込まれました。US3000ド

ルです。期首の予定通り南三陸町立土倉小学校のプロジ

ェクトに使徒したいと思います。詳細は社会奉仕・青少

年奉仕、両委員会より後日報告させていただきたいと思

います。ちなみに楽器をおくる予定です。

・ポリオ撲滅チャリテイディナーパーティの案内が再度

地区より届いております。参加されたい方は事務局まで

お申し込みいただきたいと思います。

エンターテイメントは岩崎宏美さんです。

・10月5日にポリオ撲滅チャリティゴルフ大会、渡辺会

員と船木会員が参加されました。

・10月2日～4日にかけておこなわれた第12回グレン＆千

杯田中作治旗　ロータリー選抜野球大会参加の草野球同

好会の皆様にはお疲れさまでした。結果報告ほかエピソ

ード等ありましたら後ほどお願いします。

・第49回神奈川県ロータリアン親睦テニス大会　上野カ

ップのご案内が届いております。日時他掲示板に掲示し

ます。申し込みは事務局までお願いします。

・ロータリー財団、メジャードナーの顕彰午餐会の案内

が届いております。当クラブでは牛山エレクトがご案内

をされておりますのでご紹介しておきます。

幹事報告　　　　　　　　　　　　　　須山　文夫幹事

・2014年度米山記念奨学会、事業報告書が来ております

ので回覧させていただきます。

・米山奨学事業の豆辞典、本日ポスティングさせていた

だきました。
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・ゆずりは園よりゆずりは52号が事務局にまいりまし

た。回覧させて頂きます。

・他クラブの例会変更、掲示と回覧をさせて頂きます。

・10月のロータリーレートが先月より変更になり、今月

より120円となりました。ご承知の程お願いします。

・国際大会ゴーゴーソウル大会、キャンペーンのチラシ

が来ております。米山記念奨学会が主催になっています

が米山記念奨学会、竹本さんより是非いらしてください

と連絡をいただきました。

・地区募金を回させていただいております。一人1000円

以上でお願いします。

・会員名簿を回覧させていただきます。皆様ご自身の名

簿の部分をチェックいただきたいと思います。

メークアップ：岩井会員、鈴木昇二会員

メークアップ：林会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　須山　文夫幹事

水口　衛会員

草野球　全国大会参加の皆様、お疲れさまでした。３日

間たのしく過ごせました。

松井　昭三会員

ついこの間迄、暑い日々が続いて参りましたが季節は必

ず巡り来るものです。明日は寒露。北風がきびしいです。

髙濵　玲奈会員

素敵なお花をありがとうございました。

沼田　直輝会員

全国野球大会出場の皆様、３日間お疲れさまでした。次

回11月18日　横浜スタジアムにて神奈川大会です。当ク

ラブの主幹にて行いますので、野球部の方は全員出席に

てお願いします。又朝8時より例会を行いますので皆様

の出席お待ちしております。

竹中　裕彦会員

１．草野球の皆様、新潟では残念でしたね。
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２．虎屋　赤坂本店休店に伴う17代目の挨拶が話題にな

ってますね。

竹田　正和会長

・船山さんようこそお越しくださいました。

・先週の移動例会参加の皆様お疲れ様でした。夜景を楽

しめました。

・次週の移動職場訪問もよろしくお願いします。

須山　文夫会員

①野球部の皆さん、遠くまでおつかれ様でした。

②髙濵さん、部屋の移転おめでとうございます。益々の

ご発展をお祈りします。

本日のニコニコのテーマ

「ロータリーの友精読　雑誌広報委員会のみなさん

　宜しくお願い致します。」　

中村　眞治会員、細谷　重徳会員、白石　浩司会員

鈴木　幹久会員、出井　宏樹会員、牛山　裕子会員

布川二三夫会員、竹内　祥晴会員、大藪　善一会員

石渡　勝朗会員、金澤　康治会員、黒澤　　穣会員

　　　　　　　　　　　　　　　合計　３４,０００円

委員会報告　　　　　　　　　　　飯塚　元明副ＳＡＡ

野球同好会　　　　　　　　　　　　　中村　眞治監督

皆様のご支援を受けまして、総勢10人で行ってまいりま

した。成績は７対１αという大差で負けました。

9月、2回にわたり募金をいただき本当にありがとうござ

います。来月は神奈川県の大会もありますのでどうぞよ

ろしくお願いします。

おかげさまで寄付はあわせまして56,020円集まりました。

本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願

いします。

ゴルフ同好会　　　　　　　　　　　　白石　浩司会員

こんにちは、朝夕寒くなったので風邪をひかないよう、

お身体ご自愛してください。10月3日、4日、5日と新潟

全国大会に行ってまいりました。

4回まではいがいといい試合でしたが私や色々エラーで

やられました。野球はこの年では難しいかな…。

私事ですがいつもはキャッチャーですがレフトを守りま

した。「これは捕れた」と思ったら全然違う打球が飛ん

で来まして大恥をかきました。

10月5日地区大会に参加いただいた、船木さん、渡辺さ

んお疲れ様でした。本当は私も行く予定でしたが行けず

残念でした。すみませんでした。

明日、いよいよ竹田年度第1回のゴルフコンペを開催い

たします。上総モナーク、8時45分スタートで3組で行っ

てまいります。集合は8時20分、皆さん安全運転でお越

しください。よろしくお願いします。

地区社会奉仕委員会　　　　　　　鈴木　昇二副委員長

9月28日、地区社会奉仕委員長会議を行いました。私か

らは各クラブにアンケートを依頼してまとめた事と、地

区の社会奉仕活動状況について説明させていただきます。

アンケートのまとめです。

②地域環境保全からいろいろはじまりこのような各2590

地区クラブが行っています。

③新規事業　総事業数186件のうち21件　11％です。

④継続事業165件で89％

⑤継続年数で一番多いのは10年以上続いている継続事業

は66件ということです。

⑦1事業会員参加数が12.7人です。

⑩186の内32事業の広報をタウンニュース等でしている。

⑫地域補助金事業59クラブの内21クラブしか申請はして

いない。一度もしたことがないというクラブもあります。

⑬今後このような事業をしたり計画事業等ありますかで

は、計画中・継続事業に注力進化していきたい、会員数

が少ないので他クラブと行いたいなどの意見。

⑭地域社会奉仕にご意見有りますかということでは、他

クラブの実例を知りたい。グループの活動を展開してい

きたいということです。

当日はこのアンケートの内容を元に各グループディスカ

ッションを行いました。

1ページ目の2590地区　社会奉仕活動状況という事で今

年度これから活動を行うクラブも沢山あるかと思います

がこの中には大師も入っています。

これは先ほど他クラブのやっている事を知りたいという

要望がありますのでここにまとめてみました。

これは私たちのクラブでも参考になるかと思います。

地区社会奉仕委員会　　　　　　　　鈴木　幹久委員長

当日は露木社会奉仕計画委員長にお願いをしました。
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今、地区では戦略委員会を啓蒙支援していこうというと

ころです。残念ながら遅々として進まないところがあり

ますが、いずれこれは今の委員会が出来るだけ活性化、

委員会を作って活動していただきたい。そういう中にあ

って戦略委員会における社会奉仕委員会の位置づけ、そ

んな話をいただきました。

この後に今年はガバナー補佐の皆さんにお願いをして、

2590地区に社会奉仕活動がどういう形になっているのか、

アンケートさせていただきました。

先ほど鈴木副委員長より説明をさせていただいたのです

が、これを見る限りでは各クラブ非常に活発に奉仕事業

をやっていることがうかがえるのではないかと思います。

あえてわたしが問題の定義と皆さんに対する啓蒙、動機

づけをお願いしたかったのはこの189件のうち実に89パ

ーセントは継続事業であるという事です。

ご覧のように、継続事業は決していけないとか前提はな

いんです。その中に含まれている我々のロータリアンと

してやるべき基本的なスタンス、そういうものが維持さ

れてこういった委員会が行われているのかどうか？

それは皆さんがよくおわかりになると思いますが、我々

はロータリーに入ってロータリーの目的、あるいは奉仕

の理想、こういう一つの理念も学んできている事だと思

います。そういう理念に基づいた形での実践的な形とし

ていろいろな社会奉仕、職業奉仕があります。

ここでも実に10年以上のクラブが61以上の事業継続して

やっています。私どもはこの地域におけるニーズを取り

上げお手伝いをしていく。10年間おなじことばかりして

いるとその地域におけるニーズがなんであるかが消滅し

ている可能性があるわけです。

皆さんに一度これを考えていただけないかと、あるいは

一度リフォームをして新しいリニューアルな形に持って

いく、その中で各会員を動員して奉仕の理想及び目的と

いうのが実際の中でどうあるべきかということを理解し

ていただきたい。

私ども大師は大変奉仕活動が盛んで、長い間多摩川の清

掃、桜の移植などもあります。

何か振り返って反省してみますと、活動を始める当時の

あの熱気が今も残っているのかどうか？

皆さん、クラブ全員が自分のクラブの社会奉仕の行為と

してお考えになっているかどうかこの辺の反省があるん

ではないだろうか。

という話をさせていただきました。大変熱心な御討議を

いただきました。

そして一昨日ガバナーからもお電話をいただきました。

「もう少し時間がほしかったね」というような好評をい

ただいております。

グランデイングというキーワードをお話ししたと思いま

す。これはグランドですね。これが非常に低下している。

それをして世界的にロータリーの存在が薄くなってきて

いる。グランデイングの低下への危機意識がある。４つ

の勉強会、講習会をしてください。

地区に密着した活動を探してください。あるいは地区大

会、IMに出て他の会員との接触というものをしていただ

きたい。

最後に長期計画を立てて自分のクラブのビジョンを作っ

ていただきたい。2590地区におけるクラブには問題意識

がある事を示唆されています。89％の継続事業は問題が

ある、地域のニーズを閉ざすことなくクラブとして会員

全員の問題意識として考えていただきたい。

こういう発見がございました。

地区米山奨学金増進委員会　　　　牛山　裕子副委員長

ロータリーの豆辞典、ゴーゴーソウル、ロータリーの友

が配布されています。

ロータリーの友16、17ページを開いて聞いてください。

お礼　2590地区　2014-15年度　6月31日までの1年間の

ご寄付総額は、地区として6,850万円でした。一人一人

のご寄付の平均総額は31,500円余りでございました。

当クラブ、おかげさまでこの数字はクリアできませんが

3万円台にはいっております。

私は金銭的な問題はあまり言いたくございません。でき

れば、一人一人の方が毎年ガバナーが目標とする額にご

協力いただけるということをお願いをしたいと思います。

そして16ページには現在までのロータリー米山奨学会が

書いてあります。

どのように奨学生を輩出してきたのか数字が書いてござ

います。

米山奨学制度ができてから今年で63年です。その間に

18,600人あまりの奨学生をおくりだしました。

この表では相変わらず中国の人が多いですが、これから

別の話をさせていただきます。

豆辞典の5ページ

奨学生になれるのはどんな人？

数年前までは経済的に貧しい日本にいる留学生に学費を

供給するのが米山記念奨学事業でありました。

このところ一番前に来るのが、将来日本と世界とを結ぶ

懸け橋となって国際社会で活躍する方、そしてさらにロ

ータリー運動のよき理解者となってできればロータリア

ンになっていただく。というところがございます。

選考基準をお話しします。

豆辞典の23、24ページをご覧になってください。

どうやって奨学生がうまれるのか？　このクラブでもと
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親睦委員会　　　　　　　　　　　　沼田　直輝委員長

次週10月14日は職場訪問の後に移動例会を行います。

先週は海から夜景を見ましたが来週はロイヤルパークホ

テル　68階の高い場所から夜景の見える部屋をとってご

ざいます。

上から夜景をみて食事を楽しみたいと思います。

只今、出欠の用紙を回覧しています。移動例会と職場訪

問の○×、書いていない方は○の方に○をしてお戻しく

ださい。

職業奉仕委員会　　　　　　　　　　飯塚　元明委員長

次週は職場訪問移動例会となっております。

南本牧ふ頭の見学です。見学内容は新しい、最先端の港

で積み荷や荷卸し、大型のガントリークレーンやスケー

ルの大きなものを見ることが出来るようなっております。

また、現地の説明案内をしていただきますが、今後の山

下ふ頭のあり方や横浜の未来、港の未来などを熱く語っ

てくれると思います。

必ず楽しい例会になるかと思います。たくさんの参加人

数を募集しております。

集合場所は川崎大師、信徒会館前です。

当会員の宮沢社長にご足労をお願いし、大型バスを一台

チャーターしております。このままですと大型バスに、

ぽつん、ぽつんというような形になってしまいます。

見学時間は14時から16時となっております。

そのままバスでロイヤルパークまで移動します。

そこで移動例会終了後、バスでここまで帰ってくる予定

となっています。大勢の参加をお待ちしております。よ

ろしくお願いします。

んでもない勘違いをして何とかならないですか？

というお話をいただいたこともございます。

2016年度の選考基準をお話しします。

奨学生を選ぶための指定校制度というのがございます。

当2590地区では3校新たに加わり、21校でございます。

7月に21校の担当者をお呼びして選考基準についてご説

明をしております。

現在は各指定校で奨学生を選考している段階でございま

す。

10月15日、間もなくですが指定校から選考した方々につ

いての報告書がまいります。

報告書を地区の担当者（ガバナーはじめガバナー補佐、

米山記念奨学会委員長、副委員長）が申込書類をよく読

み込み、来年1月16日に面接試験を致します。

1月下旬から2月に合格通知を出してその方々について4

月に地区でオリエンテーションいたします。

この倍率がどの程度かというと、

今年度はこの地区全体でで37名奨学生がおります。途中

で１名辞退いたしましたので、現在36名です。

この中にはクラブ推薦の方が1名、海外採用の方が1名お

ります。さらに2年にわたる奨学生の方がおります。こ

れは主に学部生です。

2016年度は29名が合格させます。

たぶんこの中にクラブ推薦が入りますので、実際に私た

ちが選考できる人数は28名になるかと思います。

各クラブに割り当てられるのは4月でございますのでそ

こまで何も申し上げられません。

指定校にお願いをして29人の3倍の人数が推薦していた

だいております。80人以上の方を面接することになりま

す。

去年初めて候補者たちとお会いしました。今年の1月私

はすごく緊張して面接場にやってくる、候補者の人たち

の緊張をほぐすという仕事をしました。

寒い時期で皆マスクをしています。すみません、学生証

を見せてください。マスクをとってくださる？と言いま

すと皆さん大体ニコニコっとしてとってくださるんです。

それが非常に重要なことです。

来年はこのクラブも奨学生を生ませていただけると思い

ますのでご寄付を有効に使わせていただけると思います。

よろしくどうぞ、ありがとうございました。



6頁 川崎大師ロータリークラブ　週報　第13号2015年10月14日　発行

20１５－１６年度 国際ロータリー第2590地区世界へのプレゼントになろうBe a gift to the  world

ありがとうございました。最後に、18ページ　黒澤会員

精読お願いします。

ロータリーの友　18ページ　黒澤　穣会員読み上げ

黒澤会員ありがとうございました。

皆さんに少しお願いがあります。

皆さんの貴重な時間をいただきロータリーの友の精読を

行っています。私語は慎んでいただきたいと思います。

精読していただいている方にも失礼ですし、一生懸命聞

いている方にも気が散って聞き取れないと思いますので

この時間は私語はどうぞ慎んでいただきたいと思います。

●点　鐘　　竹田　正和会長

時間遅れました。ここまで委員会報告が長くなると想像

していなかったものですから、次回は委員会報告はSAA

と相談しながら進めたいと思います。

「大事なロータリー精読時間」を失ったような気分にも

なっています。申し訳ありませんでした。

それでは本日の例会を閉会致します。

ロータリーの友　精読　　　　鈴木　昇二雑誌広報委員

第3回のロータリーの友精読です。

まずはじめに、五重の塔開いて1ページ目　RI会長メッ

セージです。猪狩会員精読お願いします。

ロータリーの友　1ページ　猪狩　佳亮会員読み上げ

続きまして、45ページ　横山パスト会長精読お願いしま

す。

ロータリーの友　45ページ　横山　俊夫ＰＰ読み上げ

パズルでロータリー7月・8月・9月と3ヶ月答えを出して

います。未だあたっておりません。

事務局にはがきをすでに10枚くらい表書きと裏、実質お

名前とクラブ名と答えと感想位書けばすぐ出せるように

竹下事務局員さんにもお願いしております。

ぜひとも感想を書いていただき、竹田年度せっかくロー

タリーの友の精読が始まりましたので、皆できちんと読

んでいるよと、今の大師違うぞというようところ、また

このパズルでペンが当たったらうれしいなというようこ

とで是非皆さんもご参加してください。

はがきはすでに事務局に用意されています。ご希望の方

おいて行っていただければすぐ出せるようになります。

今月の答え「ナイジェリア」でございます。すでに読み

ながらやった方もいらっしゃると思いますが楽しみなが

らロータリーの友購読したいと思ってますのでどうぞよ

ろしくお願いします。

　第４回　ロータリーの行動規範 全８回

職業奉仕（VOCATIONAL　SERVICE)
職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべきである
という認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実践していくという目的を持つものであ
る。会員は、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業を行う。

ロータリーの行動規範　(Rotary　Code　of　Conduct)
ロータリアンとして、私は以下のように行動する。　
　４)他者との取引のすべてにおいて公正に努め、同じ人間としての尊重の念をもって接すること。

日時：平成２７年１０月２１日(水)は

　　　通常例会です。

卓話：「マイナンバー制度

　　　　　　　ワンポイントアドバイス」

　　　経営コーチ・税理士　根崎　昇一様

秦　琢二／坂東　保則／水口　衛／松本　和晃
クラブ
会　報
委員会


