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「国歌」「奉仕の理想」
高濱玲奈副ソングリーダー

１０月入会祝い
野沢隆幸会員
倉成保巳会員
石渡利治会員
須釜賢治会員

川崎大師ロータリークラブ

中村孝親睦活動委員長
1990年10月17日
1999年10月20日
2000年10月 4日
2008年10月22日
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人類に奉仕するロータリー
幹事報告

会員の誕生祝い
林 鶴会員
小泉敏和会員
布野真治会員
奥様誕生祝い
鈴木幹久会員
炭谷博功会員
久保博和会員
小林勇次会員
船木幸雄会員
松本和晃会員

会長報告

2016-17年度 国際ロータリー第2590地区

奥様
奥様
奥様
奥様
奥様
奥様

水口

衛幹事

・ロータリー米山記念奨学会寄付と、ロータリー財団寄
付のお願いが来ております。会費と一緒に振込をされて
いる方は特に大丈夫ですが、会費と別に会費納入の方は
事務局から案内が行きますので、お振り込みをよろしく
お願いします。

晋子様
厚子様
静江様
充代様
幸子様
優子様

・第１回ファイアーサイドミーティング開催の案内。
ご自分の出るグループの日時、場所等を確認して、まだ
出欠等とられていない方は出欠をよろしくお願いしま
す。

牛山裕子会長

・まず皆様にお礼を申し上げます。
先週「３クラブ親睦夜間移動例会」ご参加の皆様ありが
とうございました。
特に余興の落語が素晴しく、たまたま３クラブとも米山
の奨学生がいてほとんどの奨学生が落語は初めて聞いた
ということで、最後に高座に一人づつ上がって喜んでお
話をしていました。
あんなチャンスはめったにないと思います。ありがとう
ございました。

・ふれあい移動動物園の案内。回覧させていただきま
す。
まだ出欠出されていない方は記入お願いします。
・本日理事会がございます。1時45分からです。場所は
こちらの会場を出て正面の自動ドアを入り受付の裏側に
洋間があります。そちらで行います。

・2017年6月にアトランタで国際大会がございます。
この国際大会のツアーを2590地区で組もうとガバナーの
方々が頑張っていらっしゃいます。
各クラブから募集をして下さいとおっしゃってます。き
ちんとスケジュール等が決まりましたらまた貼り出させ
ていただきますが、今のところ30人規模とお考えのよう
です。

出席報告

石渡
会員数

対象者 出

利治出席委員長

席 欠

席

出席率

2112回

５８

４９

２９

２０

59.18 ％

2110回

５８

４９

２８

２１

57.14 ％

前々回の修正 メークアップ 4 名 修正出席率

65.30 ％

メイクアップ
林鶴会員、水口衛会員、坂東保則会員、沼田直輝会員
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人類に奉仕するロータリー

2016-17年度 国際ロータリー第2590地区

本日のニコニコのテーマ
「ロータリーの友精読
黒澤会員 宜しくお願い致します。」
水口 衛会員、岩井茂次会員、野澤隆幸会員
中村眞治会員、秦 琢二会員、竹田正和会員
内田省治会員、小林勇次会員、沼田直輝会員
黒澤 穣会員
合計 ２１，０００円

委員会報告

青少年奉仕委員会

スマイルレポート（ニコニコボックス）
須山

文夫副会長

水口

衛幹事

鈴木昇二委員長の代理です。
タイに派遣されている青少年交換留学生の石川君から９
月の月次レポートが届いています。
写真付きで届いていますので、ご回覧ください。以上で
す。

職業情報委員会

鈴木

幹久委員長

毎年職業奉仕月間が１０月です。恒例になっている職場
訪問、すでにメール等でお知らせしております。
現在24名の方が出席のご意向を示してくださっています。

横山俊夫会員
救急水ボトル配布、順調に進んでおります。リーダーの
皆さん、ありがとうございます。

牛山裕子会長
久しぶりに「ロータリーの友」精読をフルタイムででき
そうです。黒澤委員長よろしくお願い致します。また、
１０月はロータリー米山奨学月間です。ご協力をお願い
申し上げます。

川崎大師ロータリークラブ

日時：10月19日水曜日
14時 川崎大師駐車場の前集合
（川崎・鶴見臨港バスにて移動）
歩きやすい履物、服装でご参加ください
訪問先：羽田空港・全日空に関連した場所
①ケータリングを行っている場所の見学
②乗客と荷物のハンドリング
東京羽田RCのご厚意によっております。
見学終了後、移動例会
第1ターミナル、６階「ギャラクシーホール」
いろいろな飛行機の離着陸する様子が見学できます。
ぜひご期待ください。
５時３０分受付開始 ６時から懇親会
職場訪問は以上です。
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人類に奉仕するロータリー

内田省治会員

2016-17年度 国際ロータリー第2590地区

ロータリーの友

精読

黒澤

穣

雑誌広報委員長

プロフィール：
入会 2013年8月21日 3年
駒澤大学 経済学部 商学科卒
職業：
㈲エアーズ 代表取締役
創造経営コンサルタント

創造経営コンサルタントですが、私がコンサルタントの
勉強をさせていただいたのは37、38歳のころです。
今から20数年前になります。その主催者が創造経営協会
というところで、実際にコンサルタント業務をされてい
る会社の教育部があり、そこがコンサルタントの養成を
しているところです。
この養成は１年間のスクーリングと合宿です。
富士の裾野にある朝霧高原に大原という専門学校があり
ます。
大原所有の合宿所で毎月１週間から10日間かんづめにな
り、その間非常に専門的な勉強をします。
コンサルタントを志望して受講する方々と、経営者の
方々が自分の会社の分析を勉強しながら経営方針を考え
ていくという方々と通りの方々が集まっておりました。
それは綿々と今も続いています。
私が一緒に勉強した方々が今でも10数名で毎年１回全国
各地のそれぞれのメンバーの地元に行きいろいろな話を
するということが続いています。
今年は宮城県石巻市に行ってきました。
いまだに復興が進んでいないところがたくさんあり大変
なんだなということをしみじみと感じました。
私本人は実際には何でも屋です。
私の失敗談は、中小企業のある工場のコンサルタントを
やっていた時、単価は１か月１回で10万円いただいてい
ました。
10何人の社員さんを集めて社員教育をしていました。
その際に言われたのが、工場長が社長に直訴され、「社
長私は字が読めないんだよ、だからせめてこういう勉強
会はやめてくれ」と言われてしまったのが一番の失敗で
す。
それ以来、難しいことをやるよりも、簡単なことをやっ
て皆さんに少しでも受け入れていただき、力にならせて
いただければと思います。
また、今ここでこういう話をできるということが失敗も
多いけど成功も多いのかなと今思っております。
今後ともよろしくお願いします。
ありがとうございました。
4頁

今週は赤い羽根募金当銀行もやっております。
赤い羽根、つけていない方はひとつつけたらいかがかな
と思います。
よろしくお願いします。
タウンニュース見られていますか？
川崎大師RCの記事が載っております。
これを読ませていただきます。
高齢者に水配布、災害時の不安解消に地域奉仕団体川崎
大師ロータリークラブは大師地区内に住む高齢者に緊急
水ボトルを配布する。
みんな忘れないで３．１１。
救急水ボトルと銘うった事業を今月から開始した。
当クラブでは大師地区内の高齢者世帯が年々増加し一人
暮らしの年配者も増えていることから、災害時の不安を
少しでも解消してもらおうと配布を決めた。
水は500mlのペットボトルで氏名、生年月日、血液型、
服用薬などが明記できるシールも配られた。
事業最初の9月11日には大師中町町内会で贈呈式を行い
水ボトルが手渡された。
横山俊夫社会奉仕委員長は寝る際に枕元に置くなど自宅
で手に取りやすい場所に保管していただければと語った。
同クラブによると救急水ボトルは大師地区25町内に配布
する。
と記事が載っていますので回覧させていただきます。

川崎大師ロータリークラブ
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人類に奉仕するロータリー

・3P目 RI会長メッセージ
最後の闘いというタイトルで何が書いてあるんだろうと
思ったのですが、読んでみるとポリオ撲滅といいながら
まだ闘いは終わってないんだとお伝えしたいんだと認識
をしました。

●点

鐘
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牛山

裕子会長

本当にありがとうございました。一週間の間にすべてお
読みになったんですね。
またこれからも続けてお願いします。
閉会致します。

・8P～13P オリンピック特集

・14P
パキスタンでポリオと闘う。
先ほどRI会長の記事で最後の闘いの記事がありましたが、
なんとなく続いているのかな。
今、パキスタンでポリオと闘うということです。
7行目 パキスタンとアフガニスタンの・・・
FATAの地区はパキスタンの法律は適用されず伝統的な部
族、民族独特の法律が適用されている部族が自治権を持
ち部族長の強い権限があるためワクチン接種が難しかっ
た。
ワクチンを接種すると妊娠しなくなる、奇形の子が生ま
れてくると信じられている地でもありました。
ハードルが高くてなかなか撲滅が難しかったようです。

・17P では、日本ではというところで稚内RCではエコ
キャップ運動を推進し、帯広北RCではホコ天にブースを
出展しポリオ募金活動をしました記事がのっています。

・20P グローバル補助金
きれいな飲み水を届ける -タイに浄水器を設置

・34P

熊本地震の支援活動

・35P

東日本大震災

・59P 居住地域での記事です。
ユニバーサルデザインタクシー 川崎中央RCの記事で
ぜひUDタクシーを見かけたら協力したいなと思います。
よろしくお願いします。

日時：平成２８年１０月１９日㈬は
職場訪問移動例会です。

最後にパズルのページが40Pです。

集合場所：川崎大師平間寺
信徒会館駐車場集合

14:00

移動例会：空港ビル内6F
ギャラクシーホール

18:00～

職場訪問：羽田空港見学

お時間になりましたので今日の精読は終わりにしたいと
思います。
クラブ
会 報
委員会

川崎大師ロータリークラブ

小林

勇次／秦

琢二／沼田

直輝
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