
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2018-19年度 地区方針】それぞれが輝くロータリー 自らの行動でクラブの可能性を拡げよう                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

    例 会 報 告      

 開会点鐘  小島 徹会長  

 司  会  志村 修司 SAA（補） 

 合  唱  「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介  金子 利昭 親睦活動委員長 

今後のプログラム予定 

11・12月 プログラム名 

第 4例会 11月 27日 
卓話 ㈱早船  

代表取締役 早船 昌克様 

第 1例会 12月 4日 
会員お祝い 年次総会 

情報集会報告 理事役員会 

出 席 報 告 伊藤 稔出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

43名 34名 

9名 

対象外 

（5） 

89.45％ 

欠 6名 

対象外 

（6） 

MU0名 100% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  井上 光明会員   

小林 敏伸会員  清水 専吉会員  萩原ひとみ会員 

朝倉 和信会員  原 敏之 会員  長谷川俊雄会員 

松井 孝至会員   

ニコニココーナー  志村 修司 SAA（補） 

小川 湧三様：お世話になります。 

小島 徹会長：認定 NPO法人かものはしプロジェクト草

薙様・鈴木様・伊香様卓話よろしくお願い

します。内田義治さん入会おめでとうござ

います。ロータリーを楽しんで下さい。 

貝田 充幹事：かものはしプロジェクト草薙様・鈴木様・

伊香様、本日はご来会ありがとうございま

す。内田さんご入会おめでとうございます。

ロータリーを楽しんで下さい。 

ゲストスピーカー 
草薙 直基 様 

認定ＮＰＯ法人 
かものはしプロジェクト 

 
小川 湧三 様 

 
川崎鷺沼ロータリークラブ 

 
鈴木 大悟 様 

認定ＮＰＯ法人 
かものはしプロジェクト 

 
伊香 綾佳 様 

認定ＮＰＯ法人 
かものはしプロジェクト 

ゲスト 
ｲｻﾞﾍﾞﾙ･ﾏｲﾔｰ さん 

2018-19年度 
青少年交換学生（ドイツ） 
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伊藤 文治会員：早いもので、もう米寿を迎える年にな

りました。お祝いを頂きありがとうござい

ます。 

川口 禮敬会員：今月は財団月間です。今日から集金を

始めます。よろしくご協力ください。草薙

直基様卓話ありがとうございます。 

鹿島 義久会員：本日は NPO法人かものはしプロジェク

ト草薙直基様卓話よろしくお願い致します。 

中山 武夫会員：内田義治様の入会を記念して。 

渡邉 新治会員：卓話楽しみに拝聴いたします。本日も

よろしくお願いいたします。 

萩原ひとみ会員：11/13（火）午後 2時からホテル精養

軒で軽減税率最新情報説明会を聴きます。

よくわからない軽減税率は、食品を扱うお

店だけでなくほとんどの会社やお店に関係

してきます。お弁当を取ったりお菓子を買

ったりした時の経費や領収書の処理等、是

非聴きに来て下さい。 

合計   9件 27,    10,000円 

累計  236件    339,000円 

会 長 報 告 小島 徹会長 

1.地区より 2018年 11月のロータリーレートのお知ら      

 せが届いております。2018年 11月 1ドル＝112円 

＊2018年 10月も 1＄＝112円 

2.地区より RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）パ 

 ートⅢ開催のご案内が届いております。 

 日 時：11月 25日（日） 8：30～16：30 

 場 所：聖光学院中学校高等学校 

3.中原区役所地域振興課より中原区諸団体合同新年賀詞 

 交歓会準備会の開催のお知らせが届いております。 

 日 時：11月 12日（月）場 所：中原区役所 5F 

4.国際ロータリーよりハンブルグ国際大会のご案内が届 

 いております。日 時：2019年 6月 1日（土）～5 

 日（水）詳細は回覧いたします。参加をご検討の方は 

 事務局までお申し出ください。 

5.11/10（土）の地区大会において、以下の内容で今年 

 度の表彰がされます。「2017－18年度米山記念奨学金 

 寄付 6,000万円達成クラブ」（登壇 小島会長）「40 

年以上出席率 100％表彰（個人）」（登壇 伊藤 文治会 

員） 

6.第 3回 第 2グループ新会員交流会（メゾン・ド・バ 

 ッハ）が開催され、以下の方が出席されました。小島 

 会長・貝田幹事・小泉カウンセラー・佐川会員・マシ 

 ュー・イザベル 

7.新横浜ロータリークラブより南アフリカ学習支援につ 

 いてのお願いが届いております。リーフレット（申込 

 書）をポスティングしております。 

8.認定NPO法人かものはしプロジェクトより2017年度 

 年次報告書が届いております。回覧いたします。 

9.公益財団法人日本盲導犬協会より盲導犬クラブ（会報 

 92号）が届いております。回覧いたします。 

10.社会福祉法人 川崎いのちの電話より広報誌 94号が 

 届いております。ポスティングしております。 

入 会 式 内田 義治様  

誕 生 日   

職業分類  金融業 （横浜銀行 新城支店） 

趣  味  散歩 

家  族  奥様、お子様 3人  

 

 

お 祝 い ご と 

入会記念日 
堀一 慶明会員  渡邉 新治会員  

長谷山尚城会員  

 

会員誕生日 

伊藤 文治会員  三木 治一会員 

堀一 慶明会員  小島 徹会員 



萩原ひとみ会員  柾木 國義会員 

              

米寿挨拶 伊藤文治会員 

 

結婚記念日 

堀一 慶明会員  川口 禮敬会員  

白井 正男会員  鹿島 義久会員 

市川 宏会員      叶野 聡 会員 

大友 徹会員 

 

配偶者誕生日 

三木 治一会員 道子様  

井上 裕司会員 美佐子様 

米山奨学金授与 イザベル・マイヤーさん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

卓 話 草薙 直基 (くさなぎ なおき) 

 

認定 NPO法人かものはしプロジェクト 広報・ファンド

レイジング部担当 1986年 6月 2日生まれ 東京都立川 

市出身。 2006年、学生時代にベトナムを訪問した際に

貧富の差を目の当たりにする。  

そのような現実をなくしたいと世界の不均衡をなくす活

動を志す。  

大学卒業後、一般企業に勤務した後に、かものはしプロ

ジェクトに入職する。  

国際ソロプチミストやロータリークラブ、ライオンズク

ラブ、倫理法人会等、社会貢献活動を行っている団体や

全国の経営者の会等で問題をなくすために講演活動を行

っている。 

「子どもが売られない世界をつくるために」 

かものはしプロジェクトは子どもが売られる問題を

なくす活動をしている NPO法人です。  

1990年代から子どもの人身売買被害者が急激に増え

ていたカンボジアで、2002年から「子どもを売らせな

い・買わせない」世界をつくるために活動を始めまし

た。  

子どもを売らせないために、カンボジアのい草で生活

雑貨をつくる工房を経営し、貧しい家庭の大人に就業

の場を提供することで、子どもが売られることを未然

に防いでいます。 また、子どもを買わせないために、

警察が加害者を逮捕するよう、カンボジア政府と他の

NGOと協力し、警察官への訓練を支援しています。  

子どもの人身売買を取り締まる法律があっても証拠

を押収する知識や能力がないために、加害者を野放し

にしてしまう状況がありましたが、これらの活動を進

めてきた事により、人身売買の摘発件数が増加しカン

ボジアでの状況が改善してきました。 

2012年から新たにインドにも活動のフィールドを広

げ、問題解決のために現地の NGOと共に活動を続けて

おります。  

当日は、カンボジア、インドにおいて、それぞれ最も

有効な手段を検討し、実行してきた歩みについてお話

させていただきます。 

地 区 大 会  

2018年 11月 9日・10日 

パシフィコ横浜会議センター ガバナー 金子 大 



RI会長代理 李 東 建 

 

会員紹介 栗原 茂昭会員 

 

 

記念講演「ロータリーと共に」 

茶道裏千家 15代前家元 千 玄室（京都 RC） 

 

 

 

 

 

 

ロータリー財団表彰 小島 徹会長 

 

 

米山記念賞学会表彰 伊藤文治会員 

 

長寿会員  

廣山 宗一会員 市川 実会員 川口 禮敬会員 

中山 武夫会員 

（他に 伊藤 文治会員、長谷川俊雄会員、清水専吉

会員、田邉 進会員） 

 

 

 

 


