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●司　会　　秦　　琢二会員

●点　鐘　　竹田　正和会長

●斉　唱　　「国歌」 「４つのテスト」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂東　保則会員

４月入会祝い　　　　　　　　　沼田　直輝親睦委員長

　安藤　賢一会員　1992年4月15日　

　中村　眞治会員　1996年4月10日（入会２０年）

　岩井　茂次会員　2004年4月 7日　

　水口　　衛会員　2005年4月 6日

　中村　　孝会員　2013年4月 3日

　磯田　　稔会員　2015年4月22日

会員の誕生祝い

　布川二三夫会員、大藪　善一会員、石渡　利治会員

　石渡　勝朗会員、中村　　孝会員、宮沢　和徳会員

　出井　宏樹会員、猪狩　佳亮会員、松本　和晃会員

　松井　昭三会員、木村　秀文会員

奥様誕生祝い

　大藪　善一会員　奥様　紀　子様

　鈴木　昇二会員　奥様　順　子様

　宮沢　和徳会員　奥様　菜生美様

　内田　省治会員　奥様　代里子様

　磯田　　稔会員　奥様　美津子様

　黒澤　　穣会員　奥様　典　子様

会長報告　　　　　　　　　　　　　　竹田　正和会長

先週移動例会参加の皆様おつかれさまでした。

ロータリーの友よりハガキを投稿していますがボールペ

ンが当たった人がいます。髙濵　玲奈会員

①訃報のご連絡です。上野　豊様（横浜RC）

②ゆずりは園より広報誌「ゆずりは第５３号」が届きま

した。回覧します。

③第38回かわさき市民祭り記録の冊子が届きました。

回覧します。

④川崎大師薪能（5月12日）のチケット、是非申し込み

の程よろしくお願いします。

⑤日本一の紙問屋を作り上げた田中作次さん(元RI会長)

のチャレンジ人生の本がガバナー事務所から届きました。

事務局に置いておきますので興味のある方は、ネット等

でご購入されると良いかと思います。
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金額は926円プラス税です。

⑥昨日4月5日、川崎南RC56期創立記念例会がありまし

た。講師に逆説の日本史で有名な執筆者の井沢元彦さん

の面白いお話をきかせていただきました。

内容が知りたい方は本のご購入をお勧めします。

幹事報告　　　　　　　　　　　　　　須山　文夫幹事

①薬物乱用防止のポスター、冊子がきています。掲示

②米山春季例祭（4月23日）案内　回覧

　100円募金ご協力をお願いします。

③他クラブ例会変更の回覧をさせていただきます。メイ

クアップ等にご活用ください。

④ロータリーの友、ガバナー月信配布　お知らせ

⑤本日理事会　13時45分～会議室　出席義務者の方、出

席をお願いします。

メークアップ：

林　鶴、伊藤　佳子、小林　勇次、沼田　直輝　各会員

メークアップ：

野澤　隆幸、林　鶴、竹田　正和、水口　衛、秦　琢二

船木　幸雄、沼田　直輝、竹内　祥晴　各会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　矢野　清久副会長

布川　二三夫会員

お誕生祝いをありがとうございました。

遠藤　悦弘会員

鈴木昇二さん、遅くなりましたが先日はありがとうござ

いました。

水口　衛会員

地区協参加の皆様、長時間お疲れ様でした。

沼田　直輝会員

クラブコンペに参加の皆様、お疲れ様でした。

次回は6月に予定していますので参加お願いします。

牛山　裕子会員

地区研修・協議会ご出席の皆様、お疲れ様でした。活動

計画を早めに作成しましょう。

ご協力よろしくお願い申し上げます。

竹田　正和会長

①桜が満開！！　花を楽しみ、ロータリーを楽しみまし

ょう

②4月3日　地区研修協議会参加　皆様　おつかれ様です。

③本日はロータリーの友精読よろしくお願いします。

本日のニコニコのテーマ

「ロータリーの友精読です。

　今月は当クラブ大活躍の月ですので乞うご期待。」

坂東　保則、松本　和晃、野澤　隆幸、鈴木　昇二

髙濵　玲奈、秦　　琢二、石渡　勝朗、矢野　清久

細谷　重徳、中村　眞治、出井　宏樹、竹中　裕彦

黒澤　　穣、金澤　康治、竹内　祥晴、伊藤　佳子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

　　　　　　　　　　　　　　合計　３８，０００円
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出席報告　　　　　　　　　　　高濱　玲奈出席委員長
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委員会報告

クラブ研修委員会　　　　　　　　　鈴木　昇二委員長

本日6時30分より川崎のシーハーズで第5回（今年度最

終）研修会を行います。

今日は野澤PPの卓話をいただき、皆さんで美味しいワイ

ンと美味しい食事をして、わいわい楽しくやりましょう

ということなのでこれからでも参加の方は私に声をかけ

ていただければよろしいかと思います。

お待ちしています。

ロータリーの友　精読　　　岩井　茂次雑誌広報委員長

第９回のロータリーの友精読です。

まず遊覧船の表紙の次のページ

1940年　RI脱会直前に横浜で開かれた地区大会に集まっ

たガバナーと有志の写真

3ページ　RI会長メッセージ

以前この時間で紹介させていただいた内容が今号でまと

められ掲載されていますのでご自宅の方でお読みくださ

い。

7ページ～11ページは、子どもたち、若い人たちが夢を

持てる未来のためにという記事で3号続けて掲載。

淡路三原RC、松江東RC、平塚RCなど国内外の事業が紹介

されています。

14ページ～17ページ　家庭健康教育プログラム　

17ページ「母子の健康」に関する取り組み記事

猪狩　佳亮会員読み上げ

今月の月間のテーマで多くのメンバーの方、日本国内で

は馴染のない部分かもしれないのですが、ポリオ撲滅と

いうテーマで行なわれている大きな活動にそれぞれの国

の人たちがそれぞれの立場の正義と侵略とたたかってい

る人たち同士正義があり、紛争解決、平和に向けてとい

ったところで活動ということで、まだポリオ撲滅終わり

ましたといっつている以外に、まだこれだけ大きな取り

組み、事業があるという認識をしていただければと思い

ます。

18ページ　米山梅吉記念館をロータリー日本の宝物に

19ページ　ロータリーとの関わり

猪狩　佳亮会員読み上げ

26ページ　太鼓と三味線で心の復興を記事の投稿者であ

る須山幹事精読お願いします。

須山　文夫幹事読み上げ
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32ページ　ワールドフード＋ふれ愛フェスタ第2760地区

37ページ　ON BOARD RI指定記事

ロータリーの理事会３日間

47ページ　ロータリーの友編集長　二神さんの記事

49ページ　管理委員長の思い　RI指定記事

坂東　保則会員読み上げ

48ページ　パズル

時間も短い中でやっていただきます。

ラシーン:1868年4月19日ポールパーシーハリスはアメリ

カのウイスコンシン州のラシーンで生まれる。

皆さんの所にハガキを置かせていただきましたので、回

答の上、ご応募ください。4ヶ月続けてボールペンが当

たりました。1月号で髙濵さんが当たりました。

総　評　　　　　　　　　　　　　　　竹田　正和会長

お疲れ様でございました。今日も岩井さん、猪狩さん、

坂東さん、須山さん、ありがとうございました。

ポリオについての記事がありましたが、4月3日に行われ

た研修協議会でアフリカはポリオを撲滅したという発表

がなされました。残る常在国はバングラデシュとパキス

タンです。残念ながらタリバンに邪魔をされているのが

現状です。もう一歩のところでというのが事実でありま

すがなかなかそこが越えられない壁だということです。

南三陸町の記事についてはハガキに当クラブの奉仕事業

が紹介されました。現地に行った訪問のメンバー、社会

奉仕委員会、青少年奉仕委員会何か感じる事があろうと

いうことを問いかけたいと思います。

あと２回あります。また来月も楽しみに。

来週は牛山エレクトの次年度のペッツと研修協議会の報

告です。活動方針については５月に発表されます

皆さん出席の程よろしくお願いします

●点　鐘　　竹田　正和会長

日時：平成２８年４月２０日(水)は

　　　通常例会です。

卓話者：大橋　康司様

　　　　「伐謀の精神で臨むⅡ」

秦　琢二／坂東　保則／水口　衛／松本　和晃
クラブ
会　報
委員会

　第２回　大　連　宣　言 全４回

－大連宣言－
大連ＲＣの副会長だった古澤丈作が「ロータリーの目的」と「ロータリー道徳律（倫理訓）」の
神髄を翻訳という方法によらず格調高い日本語で的確に日本語で表現し、1928年に発表した職
業奉仕についての文章です。　　　　「ロータリーの友　2015.12月号　Annotation」より

大連クラブのロータリー宣言は次のとおりである。
第３．あるいは特殊の関係を持って機会を壟断（ろうだん）し、或いは世人（せじん）の潔しと
せざるに乗じて巨利を博す。これを吾人の最も忌むところなり。吾人の精神に反してその信条を
紊（みだれ）るは、利のため義を失うより甚だ（はなは）だしきは無し。
　　　【字義】壟断（ろうだん）…　利益、権利をひとりじめにすること。独占。
　　　　　　　世人（せじん）…　　世の中の人。世間の人。
　　　　　　　吾人（ごじん）…　　一人称の人代名詞。わたくし。
　　　　　　　忌む（いむ）…　　　きらう
　　　　　　　紊（みだれ）…　　　みだれる

「日本ロータリー五十年史」S46発行より


