
 
  

 

 

 

 

【会長テーマ】 ： 健 康 で 明 る い 環 境 を つ く ろ う                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

例 会 報 告 

 開会点鐘  金子 利昭会長 

 司  会  貝田 充 SAA 

 合  唱  「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介  上原 伸一 親睦活動委員 

 

 今後のプログラム予定 

2月 プログラム名 

 第 2例会 2月 9日 

移動例会 点鐘 13：00 

富士通ラウンジ 20F 

卓話 伊藤文治会員 

「ﾛｰﾀﾘｰの創立に因んで」 

例会後 IM 点鐘 14：30 

エポックなかはら 大ﾎｰﾙ 

第 3例会 2月 16日 

元)青年海外協力隊事務局長 

前)青年海外協力協会会長 

金子 洋三様 

「世界平和に携わる日本青

年の海外での活動（仮）」 

第 4例会 2月 24日 第 2G 6RC合同親睦例会 

（2/23→24に振替） ホテル KSP 3F 

KSPホール 点鐘 18：00 

出 席 報 告 廣山宗一出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

42名 36名 

6名 

対象外 

（4） 

94.74% 

欠 10名 

対象外 

（7） 

MU1名 91.89% 

【本日の欠席者】 

市川 宏 会員  三木 治一会員  松田 敏治会員 

小川 慶一会員  宇田 章二会員  井上 光明会員   

ニコニココーナー 

金子 利昭会員：本日卓話、髙木洋一会員 よろしくお

願いいたします。またインフルエンザが出

てきました。身体に注意してください。 

叶野 聡 会員：髙木洋一研修リーダーのロータリーに

ついて卓話よろしくお願いします。 

小島 満 会員：①クラブ休みがちで申し訳ありません。

②髙木パスト会長さん卓話楽しみにしてい

ます。 

小丸日出夫会員：髙木会員の「卓話」の時、不思議に会

社業務と重なり休むことが多かったが、今

日は予定をキャンセルして楽しく拝聴させ

 
 李 香福 様 
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ていただきたいと思います。髙木さんよろ

しくお願いしいたします。 

渡邉 新治会員：卓話よろしくお願いいたします。本日

もよろしくお願いいたします。 

伊藤 文治会員：髙木会員、今日は卓話ご苦労様です。 

川口 禮敬会員：髙木先生、卓話ご苦労様です。拝聴さ

せていただきます。 

小泉 繁勝会員：髙木会員、卓話楽しみに拝聴させてい

ただきます。 

池田 亨 会員：髙木先生、本日の卓話よろしくお願い

いたします。 

細山勝三郎会員：髙木さん卓話楽しみにしております。 

長谷川俊雄会員：髙木さん卓話楽しみです。 

中山 武夫会員：髙木さん、卓話ご苦労様です。 

島 利夫 会員：まだ、寒さが続きます。健康にご注意

ください。 

白井 正男会員：本日の卓話、髙木先生よろしくお願い

します。 

田邉 進 会員：髙木先生卓話楽しみにしております。 

長戸 隆彦会員：髙木先生、卓話楽しみにしております。 

 

 

 

会 長 報 告 金子 利昭会長 

１． 地区より 2016.年 2 月ロータリーレートのお

知らせが届いております。 

2016年 2月 1ドル＝120円  ＊2016年

1月は 1＄＝120円 

２． 地区より「第 32回 RYLA見学のご案内」のお

知らせが届いております。 

日 時：2月 20日（土）～21日（日） 

場 所：横浜市野島青少年研修センター 

幹 事 報 告 叶野 聡 幹事 

１． 例会変更 

川崎高津 2月 11日（木） 休会 

     2月 18日（木）→17日（水）～18日（木） 

                      に変更 

                金沢へ親睦移動例会 

川崎大師 2月 3日（水）  移動例会 点鐘 12：30 

                サンピアンかわさき 

     2月 10日（水）→9日（火）に変更  

                    ＩＭに参加 

          エポックなかはら 点鐘 14：30 

     ＊10日（水）メーキャップデスクございます。 

      2月 24日（水） 移動例会 点鐘 18：30 

               創立 43周年記念例会 

       川崎商工会議所 12Ｆトップラウンジ 

          ＊メーキャップデスクございます。 

２． 会報受領 

川崎南 RC 回覧いたします。 

３． 横浜東 RCより創立 60周年記念誌が届いてお

ります。回覧いたします。 

４． 本日（2/2）、例会終了後理事・役員会を開催

いたします。 

５． ＜再連絡＞ 

来週 2/9は移動例会および IMです。 

例会場：富士通川崎ラウンジ 20F 13：00

～13：50 

例会後→IMの会場のエポックなかはら 大ホ

ールに移動 点鐘 14：30 

    ＊昨年 12 月に配布いたしましたリーフレット

『INTER-CITY MEETING』を各自 

     ご持参ください。（当日は、配布いたしません） 

 

お 祝 い ご と 

 

会員誕生日 

髙木 洋一会員 

白井 正男会員 

小泉 繁勝会員 

貝田 充 会員 

池田 亨 会員 

 

結婚記念日 

小川 慶一会員 

伊藤 稔 会員 

長谷山尚城会員 

 

配偶者誕生日 

中山 武夫会員 英子 様 

川口 禮敬会員 喜久江様 

貝田 充 会員 節子 様 

合計 1６件   16,000円 

累計 524件   658,000円 



 

【晴れやかな笑顔でハッピーバースデーを歌う誕生月の

会員達・左から白井会員、小泉会員、髙木会員、池田会

員】 

 

雑誌・広報委員会からのお知らせ 

～ 伊藤文治 雑誌・広報委員長 ～ 

雑誌ロータリーの友の中の推奨記事を紹介します。 

会員の皆さん、下記の記事だけでもお目通しをお願いし

ます！！ 

・ロータリーの友 1月号 

①横組記事の 28ページ 

第 2590地区大会略報 

②縦組記事の 18ページ 

卓話の泉の中での酒の話 

③縦組 8ページ 

わがまち、そしてロータリー 

 栃木県足利市紹介・・・・（北の鎌倉） 

・ロータリーの友 2月号 

①横組記事の 23ページ 

ロータリーの公式ロゴの実践 

②横組記事の 43ページ 

2016年度国際ロータリー年次大会参加案内 

 日程 2016年 5月 28日～6月 1日 

③縦組記事 4ページ 

努力で夢をかなえる。 

1972年生・・・スキージャンプの葛西紀明さん 

・・・難病の妹を力づける！ 

④縦組記事 18ページ 

卓話の泉 

真田一族と武田信玄公 

 

会 員 卓 話 ～ロータリーの色々 

 

【ロータリークラブの誕生した日が自分と同じ誕生日で

あると語るロータリーの申し子：髙木洋一会員】 

 

【内容を一部抜粋します】 

＜ロータリークラブでの親睦と奉仕＞ 

１ はじめに親睦ありき 

ロータリークラブは多くの友人を作り、会員相互の親

睦を第一義とした団体です。異業種交流の場でもありま

す。心の許せる友と語り合い、学びあい、信頼を深め、

職業に有益な情報を交換するのです。 

しかも、「同じクラブに同業者はいない」というユニー

クな一業種一会員制が守られています。会員同士が商売

上の直接の利害関係に関わりなく、自由闊達に意見を交

わすことが出来るようにという趣旨から生まれた制度で

す。 

２ 「奉仕」のめばえ 

 善意あふれる会員相互の親睦と信頼は高揚し、親睦活

動を通して生まれたエネルギーは世のため、人のためへ

の奉仕の心の実践へと広がります。 

 ロータリークラブは数多くの奉仕活動を経験しており

ますが、本来は寄附団体でも慈善団体でもありません。 

「信号を渡る人がいたならば、杖や物を用意するのは

他の慈善団体です。ロータリアンはそっとそばに寄って

静かに手を差し伸べ、共に体温が分かち合えるよう、一



緒に信号を渡してあげる」のです。 

３ 「私は奉仕する 職場で…、社会に…、世界に…」 

 ロータリークラブの奉仕活動は原則として会員一人一

人を単位として、自らの意思で参加していくことが基本

となっています。また、一方ではクラブ単位あるいは、

全てのロータリークラブがまとまって行う奉仕活動も盛

んに行われています。ロータリアンの奉仕活動は各人の

職業を通して、家庭生活・社会生活を通して実践されま

す。 

 すなわち、職業上では社員や関係先に満足が与えられ

る様にと心を配ります。また、地域社会の弱者への手助

けをしたり、国際社会では飢餓の救済や疫病の撲滅、奨

学生の交換や派遣など具体的な成果は数多くみられます。 

    


