Be a gift to the world

世界へのプレゼントになろう

2015-2016年度
国際ロータリーのテーマ

20１５−１６年度 国際ロータリー第2590地区

川崎大師ロータリークラブ 週報
会

長

竹田 正和
副会長 矢野 清久
幹 事 須山 文夫
ＳＡＡ
中村
孝

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２:３０〜
例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館
事務局：〒210-0812 神奈川県川崎市川崎区東門前1-15-10 カーサ石井1F
Tel.044-277-7569 Fax.044-288-8550
URL http://www.kawasakidaishi-rc.com/
E-mail:daisi-rc＠eagle.ocn.ne.jp

第2081回（本年度
●司

●点

会

第29回）移動例会

川崎宮前ＲＣ
長谷川 洋一ＳＡＡ・井田友花ＳＡＡ

ＩＭ

平成28年2月9日

●来賓挨拶
国際ロータリー第2590地区

－晴－

箕田

敏彦ガバナー

鐘
●点

鐘

●国歌斉唱
●開会挨拶
ＩＭ実行委員長

●歓迎挨拶

川崎宮前ＲＣ

山家

川崎宮前ＲＣ

茂夫委員長

増田

本日は、エポックなかはらにおいて、ＩＭです。
今回のテーマは「生かされる命の大切さ」「これでよい
のロータリー」です。

真路会長

日時：平成28年2月24日㈬は
移動例会 創立記念例会です。
クラブ
会 報
委員会

川崎大師ロータリークラブ

週報

第29号

場所：川崎商工会議所12F「トップラウンジ」
秦

琢二／坂東

保則／水口

衛／松本

2016年2月17日

和晃

発行

1頁

Be a gift to the world

世界へのプレゼントになろう

20１５−１６年度 国際ロータリー第2590地区


地区補助金東北震災心の復興支援
- 報告







社会福祉委員会
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寄付金速報

― 下期も順調なスタート ―

 ᭶ࡲ࡛ࡢᐤ㔠ࡣ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑࠊ⣙  ࡢቑຍ࡛ࡍࠋᬑ㏻ᐤ㔠ࡀ 㸣ቑࠊ
≉ูᐤ㔠ࡀ 㸣ቑ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ ᭶ࡢࡳࡢ༢᭶⣡ධ㢠ẚ㍑࡛ࡣࠊ┤㏆  ᖺ㛫ࡢ࠺ࡕࠊᬑ㏻ᐤ
㔠ࡣ  ␒┠ࡢ㔠㢠ᑡࠎ㏦㔠ࡀ㐜ࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊ≉ูᐤ㔠ࡣࢺࢵࣉࡢ㔠㢠࡛ࠊୗᮇࡶ㡰ㄪ࡞
ࢫࢱ࣮ࢺࢆษࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
 ᭶ࡣᬑ㏻ᐤ㔠㸦ࢡࣛࣈ࡛Ỵᐃࡋࡓ㔠㢠ဨᩘศ࡛࠾㏦ࡾ࠸ࡓࡔࡃᐃᮇᐤ㸧ୗᮇศࡢ⣡ධ
ࡀ࡞ࡾࡲࡍࠋᖺᗘࡣ  ᭶ᮎࡲ࡛ࢡࣛࣈࡢ 㸣ࠊ ࢡࣛࣈࡽ⣡ධ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ᘬࡁ⥆ࡁࡈ༠ຊ㈷ࡾࡲࡍࡼ࠺ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

内閣府による立ち入り検査を受けました
 ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ⡿ᒣグᛕዡᏛົᒁ࡛ࠊබ┈㈈ᅋἲே⛣⾜ᚋึࡵ࡚ࡢ❧ධ᳨ᰝ
ࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋ᳨ᰝᐁࡣබ┈ἲே⾜ᨻᢸᙜᐊᨻ⟇⏬ㄪᰝᐁ࠾ࡼࡧୖᖍᑂᰝ┘╩ㄪᰝᐁࡢ  ே࡛ࠊ
ᙜ㈈ᅋࡽࡣ୕❶⩏⌮㛗࠾ࡼࡧᒾ㑓ಇஂົᒁ㛗ࠊົᒁ⫋ဨࡀ❧ࡕ࠸ࡲࡋࡓࠋ
᭱ึࠊᴗᴫἣ➼ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆồࡵࡽࢀࠊ୕⌮㛗ࡽ⡿ᒣᱵྜྷẶ࠾ࡼࡧ㈈ᅋタ❧ࡢ⤒
⦋Ṕྐࡘ࠸࡚ࠊ⥆࠸࡚ᒾ㑓ົᒁ㛗ࡽࠊᴗෆᐜάືᴫせ➼ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
᳨ᰝ࡛ࡣࠊᒾ㑓ົᒁ㛗ົᒁ⫋ဨࡀ㉁ၥෆᐜᛂࡌ࡚ᅇ⟅ࡋࡲࡋࡓࠋ
᳨ᰝ⤊ᚋࡢཱྀ㢌ࡼࡿㅮホ࡛ࡣࠊᩥ᭩࡛㏻㐩ࡍࡁ㡯ࡣ࡞ࡃࠊዡᏛᅋయࡋ࡚㐺ṇ࡞⟶⌮㐠
Ⴀࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢホ౯ࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋࡓࡔࡋᚋࡢἲே㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ᳨ウㄢ㢟ࡀ࠸ࡃࡘ࠶ࡆࡽ
ࢀࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ᳨ウࡋᨵၿࡋ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡍࠋ

2016 学年度 新規米山奨学生の合格者が決定
ᖺ  ᭶㹼ᖺ  ᭶ᮎࡅ࡚ࠊ ᖺ  ᭶᥇⏝ࡢ᪂つ⡿ᒣዡᏛ⏕ࡢ㠃᥋㑅⪃ࡀྛᆅ༊㑅⪃ጤ
ဨࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࠊྜ᱁⪅ࡀỴᐃࡋࡲࡋࡓࠋ
 ேࡢ⏦ࡋ㎸ࡳᑐࡋࠊዡᏛ㔠ࣉࣟࢢู࣒ࣛࡢྜ᱁⪅ᩘࡣࠊᏛ㒊࣭ಟኈ࣭༤ኈㄢ⛬ዡᏛ㔠࠙ᣦ
ᐃᰯᛂເࠚࡀ  ேࠊᆅ༊ዡບዡᏛ㔠࠙ᣦᐃᰯᛂເࠚࡀ  ேࠊࢡࣛࣈᨭዡᏛ㔠ࡀ  ேࠊᾏእᛂ
ເ⪅ᑐ㇟ዡᏛ㔠࠙ᾏእࡽࡢಶேᛂເࠚࡀ  ே࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢࠊᾏእᏛ᥎⸀ዡᏛ⏕ࢆ
⌧ᅾ㑅⪃୰࡛ࡍࠋ
⌧ᅾࡢྜ᱁⪅ࢆᅜ⡠࣭ᆅᇦูぢࡿࠊ୰ᅜ 㸣ࠊ㡑ᅜ 㸣ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ 㸣ࠊྎ‴ 㸣ࠊ
ࣔࣥࢦࣝ 㸣ࡢ㡰࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ ᭶ࡽࡣࠊᖺᗘࡽࡢ⥅⥆ዡᏛ⏕ࢆྜࢃࡏࡓ  ேࡀ 
ᏛᖺᗘዡᏛ⏕࡞ࡿணᐃ࡛ࡍࡀࠊᚋࠊࡢዡᏛ㔠ྜ᱁ࡼࡿ㎡㏥ࠊᾏእᏛ᥎⸀ዡᏛ⏕ࡢྜྰ
࡞ࡼࡗ࡚ࠊேᩘࡢኚືࡀぢ㎸ࡲࢀࡲࡍࠋ

【訃報】理事 金子千侍氏（第 2570 地区）逝去
➨  ᆅ༊⌮ࡢ㔠Ꮚ༓ౝẶ㸦 ṓ㸧ࡀࠊ ᭶  ᪥ࡈ㏽ཤࡉࢀࡲࡋࡓࠋ㔠ᏊẶࡣࠊ
ᖺᗘࡢᅜ㝿࣮ࣟࢱ࣮ࣜ➨  ᆅ༊࢞ࣂࢼ࣮࡛ࠊ ᖺ  ᭶ᙜ⌮ᑵ௵ࡉࢀࠊ௨㝆  ᖺࢃ
ࡓࡾࠊࡈዊࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶ࡽ  ᖺ  ᭶ࡢ  ᖺ㛫ࡣࠊ⌮㛗ࡢ㔜㈐ࡶᯝࡓࡋ
࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࡇㅽࢇ࡛ယࡢពࢆ⾲ࡋࠊẶࡢࡈෞ⚟ࢆ࠾♳ࡾ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
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第 2720 地区に米山学友会が誕生！
ᖺ  ᭶㛤ദࡉࢀࡓᖖົ⌮࡛ࠊ➨  ᆅ༊㸦⇃ᮏ࣭ศ㸧⡿ᒣᏛࡢタ❧ࡀᢎㄆࡉࢀ
ࡲࡋࡓࠋࡘ࡚ᕞࡢ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ ᆅ༊ࢆ࢝ࣂ࣮ࡋ࡚࠸ࡓࠕᕞ⡿ᒣᏛࠖࡽࠊ ᖺ➨ 
ᆅ༊ࡀࠊ ᖺ➨  ᆅ༊ࡀ⊂❧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀ࡛ᕞࡢ  ᆅ༊ࡑࢀࡒࢀ⡿ᒣᏛࡀᏑᅾ
ࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ᭶  ᪥㛤ࢀࡓタ❧⥲ࡣࠊ➨ 
ᆅ༊ࡢᏛዡᏛ⏕  ேࡀฟᖍࡋࠊึ௦
㛗ࡣ⣚ዪࡉࢇ㸦㸭ูᗓᮾ㹐㹁㸧ࠊ
㛗ࡣࢫࢳࢵࢱ࣭ࢢࢼࢭ࢝ࣛࡉࢇ
㸦㸭ูᗓ㹐㹁㸧ᮔᚿ๛ࡉࢇ
㸦㸭Ᏹᇛ㹐㹁㸧
ࠊࡑࡢᖿ࣭
ィ࣭⌮  ேࡀ㑅௵ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ㛗ࡣࠊ
ࠕ➨  ᆅ༊⡿ᒣᏛࡣࠊ♫ࡸᆅᇦ
㈉⊩࡛ࡁࡿάືࢆࡋ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡍࠋタ❧⥲
ࡣ⤊ࢃࡾ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠊࢫࢱ࣮ࢺ࡛ࡍࠋ
୍ᖺᚋࡢ⥲࡛ࡍࡤࡽࡋ࠸άືሗ࿌ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࡇࢀࡽⓙ࡛ຊࢆྜࢃࡏ୍࡚ᡤᠱ㡹ᙇࡾࡲࡍࠖ
ពẼ㎸ࡳࢆ㏙ࠊタ❧㛵ࢃࡗࡓᆅ༊⡿ᒣዡᏛጤဨ㛗ࡢ⛅ྜྷᐇẶࡽ㛵ಀ࣮ࣟࢱࣜࣥࡓࡕࡣࠊ
ឤ↓㔞ࡢ㠃ᣢࡕ࡛ぢᏲࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ⥲ᚋࡢ᠓ぶࡣࠊ࢞ࣂࢼ࣮ࡸࣃࢫࢺ࢞ࣂࢼ࣮ࠊᆅ༊
ࡽࡶ࣮ࣟࢱࣜࣥࡸᏛࡀ࠾⚃࠸㥑ࡅࡘࡅࠊ ே௨ୖࡀ㞟ࡲࡿ┒࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

みんなで、ソウル国際大会へ…! お得な登録料は 3/31 まで
ࢯ࢘ࣝᅜ㝿ࡲ࡛  ࣨ᭶వࡾ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᆅඖࡢ㡑ᅜᏛ
ࡣࡶࡕࢁࢇࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࢱࠊࣔࣥࢦࣝࠊ࣐࣮ࣞࢩࠊ᪥
ᮏ࡞ࠊྛᅜࡽከࡃࡢᏛࡀཧຍணᐃ࡛ࡍࠋᅜ㝿ཧຍ
ࡍࡿⓙࡉࡲࠊᆅ༊ࡸࢡࣛࣈ࡛࠾ୡヰࡋࡓᏛኌࢆࡅࠊࡐࡦ
ࡇࡢᶵࠊࢯ࡛࢘ࣝࡢࡸὶࢆᴦࡋࡳࡲࡏࢇ㸽 ᭶ 
᪥ࡲ࡛Ⓩ㘓ࡍࡿࠊᏛࡣ 86 ࢻࣝ㸦㹼86 ࢻࣝ㸧ࠊ
࣮ࣟࢱࣜࣥࡣ 86 ࢻࣝ㸦㹼86 ࢻࣝ㸧ࠊࡑࢀࡒࢀ
ᘬⓏ㘓ᩱࡀ㐺⏝ࡉࢀࡲࡍࠋ
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