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「国歌斉唱」「奉仕の理想」
伊藤 佳子ソングリーダー

来訪ロータリアン紹介
川崎RC

平成29年4月5日

奥様誕生祝い
大藪善一会員
鈴木昇二会員
宮沢和徳会員
内田省治会員
磯田 稔会員
黒澤 穣会員
船山佳則会員

奥様
奥様
奥様
奥様
奥様
奥様
奥様

－晴－

紀子様
順子様
菜生美様
代里子様
美津子様
典子様
直子様

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

須山文夫副会長

山本浩文様

3月の入会祝い
安藤賢一会員
中村眞治会員
岩井茂次会員
水口 衛会員
中村 孝会員
磯田 稔会員
船山佳則会員

1992年4月15日
1996年4月10日
2004年4月7日
2005年4月6日
2013年4月3日
2015年4月22日
2016年4月27日
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裕子会長

①ガバナーノミニーデジグネート 2019-20年度ガバナ
ー被指名者確定宣言がありました。後ほどご覧下さい。
川﨑マリーンRCより推薦の轟 淳次様が確定いたしまし
た。
②ロータリー平和フェロー募集の件
クラブ推薦期限 ５月１９日
厳しい試験がございまして、世界全体で合格し平和フェ
ローになれる方は１００人ほどです。
応募できる方があればご推薦を頂きたいと思います。
③第3480地区台北西門RCとの姉妹クラブ締結継続同意書
が出来ましたので皆様に回覧をさせて頂きます。
④2013-14年奨学生としてお世話をした白 玉香さんが3
月24日横浜国立大学で博士号を授与されました。
彼女の指導教官の松田さんは環境学では世界的に有名な
方です。その方が白さんが３年間頑張ったのだから
お母さん代わりで出てくださいといわれ受賞式に出席を
させて頂きました。
彼女はその賞を持って地区ガバナー事務所に行き、米山
の本部にご報告をいたしました。
後日ご褒美の金時計が参りますので、その時にはこのク
ラブに来てもらい皆さんが見ている前でお渡ししたいと
思います。

②台北西門RCより４０周年記念誌が届いています。
４１ページに川崎東RCの写真が載っていました。回覧い
たします。
③５月２３日火曜日 川崎大師平間寺 特別舞台で行わ
れる薪能申し込み案内がきています。
締切りが４月１０日になっています。チケット購入希望
の方は枚数を記入してください。
狂言では野村萬斎さんが来られるようですので大勢の
方、見に行って頂ければと思います。
④川崎市民祭りの記念誌がきています。
⑤第１グループの例会変更の案内が来ています。
⑥４月ロータリーレート１１６円
⑦４月１日にメール・ファックス等で案内していますが
会費分割で納入されている方
第４期分のご案内をお出ししましたので早急に入金を
よろしくお願いします。

出席報告

幹事報告

水口

石渡

利治出席委員長

衛幹事

①米山梅吉記念館の館報と春季例祭案内がきています。
100円募金ご協力をお願いします。
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会員数

対象者 出
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席 欠

席

出席率

2134回

５９

５０

３０

２０

60.00 ％

2132回

５９

５０

３４

１６

68.00 ％

前々回の修正 メークアップ 3 名 修正出席率

74.00 ％

メイクアップ
林 鶴会員、細谷重徳会員、石渡勝朗会員
会員数

対象者 出

席 欠

席

出席率

2133回

５９

４８

２６

２２

54.16 ％

2131回

５９

４８

２８

２０

58.33 ％

前々回の修正 メークアップ 5 名 修正出席率

68.74 ％
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布川二三夫会員
４月１５日に満８８才になります。頑張ります。
中村 眞治会員
１．布川さん米寿オメデトウございます。
２．岩井会長エレクトはじめ地区研修協議会出席の方々、
お疲れ様でした。
岩井 茂次会員
4月2日 地区研修協議会にご参加の皆さんおつかれ様で
した。
ロータリーライフを充実したものにしましょう！！

メイクアップ
林 鶴会員、安藤賢一会長、秦琢二会員
小林勇次会員、沼田直輝会員

牛山裕子会長
マンスリーレターNo.10 裏表紙をご覧下さい。
２月の出席率84.58％です。クラブの出席率85％を目標
にしております。これからもご協力下さい。

スマイルレポート（ニコニコボックス）
須山

本日のニコニコのテーマ
「黒澤委員長、いつもロータリーの友精読ありがとう
ございます。今月も宜しくお願いします。」

文夫副会長

野澤隆幸会員、竹田正和会員、須山文夫会員
鈴木幹久会員、水口 衛会員、坂東保則会員
出井宏樹会員、石渡利治会員、伊藤佳子会員
竹中裕彦会員、猪狩佳亮会員、黒澤 穣会員
合計 ２９，０００円
委員会報告

川崎ＲＣ 山本浩文様
隣の川中島で新規事業として認可保育園を開園いたしま
した。よろしくお願い致します。

●研修委員会 竹中裕彦委員長
今年度新会員の方を中心に入会3年未満の方までを含め3
回にわけて研修委員会を開催させて頂いています。2月
から偶数月（2月・4月・5月）の予定です。
来週4月12日13時45分例会終了後から14時30分まで集中
して職業奉仕と社会奉仕と青少年奉仕について横山研修
委員から話をしていただきます。対象の方、またそうで
ない方も是非ご参加をお願いします。

星野 祐治会員
先月の妻の誕生日、素敵な花有難うございました。妻も
大変喜んでいました。有難うございました。
松井 昭三会員
誕生祝い有難う御座居ます。今日９日で７８才を迎えま
す。桜も満開となり、大師公園も美しくなりました。
磯田 稔会員
先日の研修会有難う御座いました。とても面白かったで
す。
川崎大師ロータリークラブ
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●職業奉仕委員会

鈴木幹久委員長

３分間スピーチ

竹田正和会員プロフィール
①RC入会 2000年5月31日 17年
②出身 川崎区大島町
③職業分類 建材販売
④RC歴 2015-16年 第43代会長
⑤地区活動 2013-14R財団資金推進委員副委員長

３分間スピーチ

竹田正和会員

昭和34年4月5日に東大島小学校に入学した記憶がありま
す。昭和40年4月5日に渡田中学校に入学しました。生粋
の川崎です。水口会員と同じ中学です。
成功か失敗か分かりませんが転職というテーマで考えま
した。
平成4年7月に鶴見にある土井鋼材㈱を退職しました。な
ぜそこで区切りをつけたかというのはEO2というプラン
トがありました。EAST女川２といっていましたが東北電
力の女川2号機の復水器（コンデンサー）に海水を取り
入れ、温め蒸気にしてタービンをまわしそのまま冷めた
海水を海に戻すという装置を私は担当していました。
EO2の材料の供給が7月で終わりました。半年間で約1万
トンほどの鉄板を供給しました。それが終わった段階で
当時誘われていた朋友の先輩が人工透析をしていて仕事
が出来ないのでできれば仕事を手伝ってもらえない？と
いうことをいわれ転職をしました。
今の会社、グループです。そこではじめて知ったのはサ
ラリーマンから職人相手というのは失敗？でした。疲れ
ました。タイプが合わない。今は何とか合わせています
が基本的には合わない。
６年間苦しみました。その先輩も社長ですが、その先輩
にもスポイルされました。
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そうしたら亡くなってしまいまして責任がすべてこちら
にきてしまった。
保証人等もすべてこちらにきてしまいとんでもない社長
だと思い、その段階では失敗です。
それから平成10年（1998年）にその先輩が亡くなり後を
継ぐように私ともう1人パートナーがいますが2人で借金
も抱えているしやるしかないかなぁと思い、そこからが
もっと死ぬ思いをさせられました。
ここ20年でおそらく2億円返せてると思います。やっと
正常化に銀行さんしてくれました。
別会社として私が仕事をしている加紋商店 建材販売を
やっています。
その頃からV字回復です。ここではじめて10年良かった
なと思っています。
その前にロータリーに入会したときは、辛かったです。
辞めてもいい？っていう言い方を何度もしました。
当時会報委員会の委員長を仰せつかりパソコンで作る初
めての会報ということで相当苦労し、いつやめようか、
いつやめようか、でもやれるところまでねという話で何
とか乗り越えたら今度は同じような立場の人がたくさん
いて、早く楽になっちゃえよと平気で言うんです。
それはしがらみがあるし義理の母も抱えているというと
ころで何とか乗り越えました。
現状はここにおられる皆さんとお友だちになれました。
先日の地区協でも上野さんと岡本さんが対談していまし
たが上野さんは｢ロータリーにいなかったらお話しでき
るような相手ではないだろうな｣と思っていますし、野
沢さんと一度大阪の地区大会に行った時も伊勢神宮の神
社長ともお話しをさせていただいたり、靖国神社の宮司
とも話をさせていただいたりとロータリーに入ってよか
ったなとそれはサラリーマンでは味わえなかったなと思
っています。
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総評

精読
黒澤

牛山

裕子会長

穣委員長
黒澤委員長、毎回、毎回ありがとうございます。
皆様はここでロータリーの友をご覧になって、その後ご
覧になりますか？
ほぼここで一冊読み終わるかんじですか。それほど丁寧
に説明して頂けるので大変に
勉強になります。これだけ説明なさるのに相当時間を使
っているのだとおもいます。
本当にいつもいつもありがとうございます。

●点

鐘

牛山

裕子会長

母子の健康月間になっています。
・７３P
母子の健康

・３P RI会長メッセージ
ワクチンの素晴しい効果
・７P～
過去から今、そして未来へ①

インターアクター

・１４P
女性会員で広がる多様性
・２４P
ロータリーみなとみらいチャリティマラソン
・４６P
神奈川県ロータリアン親睦テニス会を開催
・３９P
ロータリーの友

ご注意下さい
新コーナーのお知らせ

日時：平成２９年４月１９日㈬の例会は
４月２２日㈯に変更となります。

・３６P
ロータリーと歌

４月２２日㈯
13:00～移動例会です。
「ＩＭ統合 ロータリー経営大講演会」
場所：神奈川県民ホール（大ホール）

・３７Pパズル
花言葉・・永続性、返礼、私の思いを受け入れて下さい
東京の市長が米国へ桜を贈呈した際、その返礼としては
なみずきが贈られたことから
返礼という花言葉がつきました。
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例会後懇親会
場所：ロイヤルホールヨコハマ
クラブ
会 報
委員会

小林

勇次／秦

琢二／沼田

直輝
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