
                

 

 

 

 

 

 

【2020-21 年度 地区方針】ためになる魅力あるロータリー～自分を磨き品格とクラブの魅力を高めよう〜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   例 会 報 告     

 開会点鐘  伊藤 稔会長  

 司  会   鹿島 義久会場監督 

 合  唱   「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介 長谷山尚城親睦活動委員長 

李 丹さん 2020学年度米山奨学生（中国） 

今後のプログラム予定 

  4月 プログラム名 

第 3例会 4月 20日 
二胡演奏 

陳 ブンジ様 

 4月 27日 休会 

出 席 報 告 市川 宏副出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

42 名 35 名 

7 名 

対象外 

（5） 

94.59％ 

欠-名 

対象外 

（-） 

MU-名 

 

100％ 

 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  小林 敏伸会員   

小島 満 会員  栗原 茂昭会員  長谷川俊雄会員 

朝倉 和信会員  堀一 慶明会員 

 

ニコニココーナー 佐川 陽子会場監督(補) 

伊藤 稔会長：会員の皆さんの元気な姿を拝見し安

心しました。健康には充分注意してコロナ

に負けないようにしましょう！！ 

長戸 隆彦幹事：皆様お元気そうで安心しました。 

伊藤 文治会員：久しぶりの例会です。皆様お元気な

様子で安心しました。 

廣山 宗一会員：野口さん卓話ご苦労様です。 

冨岡 昭一会員：久しぶりの例会です。お世話になり

ます。野口新二様本日の卓話楽しみに拝

聴させて頂きます。 

川口 禮敬会員：皆様お久しぶりです。お元気です

か？コロナに負けず頑張りましょう。 

野口 新二会員：久しぶりの例会です。よろしくお願い

致します。 

上原 伸一会員：皆様お元気そうで何よりです。 

 

小丸 日出夫会員：会員の皆様お久しぶりです。いつ

また「緊急事態宣言」が発令されるかわか

らいないので、貴重な時間を楽しみましょ

う。 

小島 徹会員：皆様お久しぶりです。本日は野口さん

の卓話楽しみにしております。 

内藤 幸彦会員：野口新二会員新入会員卓話ご苦労

様です。楽しみに拝聴させて頂きます。 

渡邉 新治会員：卓話楽しみにしています。本日もよろ

しくお願い致します。 

萩原 ひとみ会員：久しぶりの例会皆様にお目にかか

れて嬉しいです。2/25に植樹した桜も見

事に花咲き、今は可愛い若葉になってお
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ります。近くの山桜は満開ですので是非

見に行って下さい。来年も楽しみです。 

白井 正男会員：大変ご無沙汰です。お変わりありま

せんか？お互いに頑張りましょう。 

細山 勝三郎会員：やはり皆様とお会いすると嬉しい

です。 

稲富 正行会員：4/1に入社式が行われ新しいメンバ

ーが増えました。コロナ対策で乗り越えて

いきましょう！！ 

長谷山 尚城会員：久しぶりの例会嬉しいです。野口

さん卓話よろしくお願いします。 

島 利夫会員：コロナに注意しましょう。民様がお元気

でいられますように。 

鹿島 義久会員：本日は久しぶりの例会ですね。会員

卓話野口新二会員楽しみにしています。 

市川 実会員：本お久しぶりです。野口さんよろしくお

願いします。 

 

合計   18件 27,    30,000円 

累計  354件    433,000円 

会 長 報 告 伊藤 稔会長 

１． 地区より地区大会のご案内が届いておりま

す。（5 月 1 日に再延期し YouTube による映

像配信を実施することに決定） 

２． 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会よ

り、ハイライトよねやま 252 が届いております。 

３． 地区よりオンライン RLI（ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研

究会）パートⅢ開催のご案内が届いておりま

す。日 時：4 月 18 日（日）9：00〜17：00（アク

セス受付 8：30〜）                   

４． 地区より 2023-24 年度ガバナーノミニー告

知・確定宣言が届いております。2023-24 年

度 ガバナーノミニー候補者として、樋口 明

（ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾗ）氏（神奈川 RC）を指名したとの

ことです。 

５． 川崎市美化運動実施中原支部より令和 3 年

度多摩川美化活動の日程のご案内が届いて

おります。日 時：6月 6日（日） AM9：00〜 

集合場所：丸子橋第一広場 

６． 地区より 2021-22 年度 地区関係者への委

嘱状が届いております。 

 ・小丸 日出夫会員 （会員増強副委員長） 

 ・大友 徹会員    （会員増強委員） 

 ・内藤 幸彦会員   （国際奉仕委員） 

７． 公益財団法人川崎市国際交流協会より、第

26 回「外国人市民による日本語スピーチコン

テスト」の支援へのお礼状が届いております。 

８． 地区より 2021-22 年度「地区研修・協議会」

動画視聴による参加方法のご案内が届いて

おります。動画配信開始時間：3月 28日（日）

0：00〜動 画 配 信 期 間 ：3 月 28 日（日）

〜 4 月 28 日 （ 水 ） 23 ： 59 迄

報告書提出期限：4月 28日（水） 

 

９． 中原区民祭実行委員会事務局より、第 42 回

中原区民祭活動報告書が届いております。 

１０． 公益財団法人 米山梅吉記念館より館報 37

号が届いております。また賛助会ご入会のお

願いも届いております。 

幹 事 報 告 長戸 隆彦幹事 

１． 例会変更 

川崎西 4月 16日（金） 夜間例会→昼例会に変更 

       4月 30日（金） 休会 

       5月 21日（金） 夜間例会→昼例会に変更 

  川崎とどろき 4月 12日（月） 休会 

    4月 19日（月） 移動例会（安楽寺） 点鐘 12：30 

          4月 26日（月） 休会 

  川崎高津  4月 8日（木）  休会 

          4月 22日（木） 夜間例会 点鐘 18：00  

  横浜港北  4月 8日（木）  休会 

          4月 29日（木） 休会 

  新川崎   4月 7日（水）  7RC親睦ゴルフ大会 

         4月 14日（水）4/10（土）地区大会に振替 

                      →4/28（水）に振替 

川崎高津南 4月 12日（月）→17日（土）に変更 

移動例会 献血運動 

   4月 19日（月）→5/1（土）に変更 地区大会参加

（映像配信） 

  横浜日吉 4月 14日（水）花見座禅例会 通常例会 

の後、師岡永昌寺にて座禅 

  川崎鷺沼 4月 28日（水） 休会 

  川崎宮前 4月 27日（火） 第 4週につき例会なし 

  川崎    4月 22日（木） 創立 70周年記念例会 

（開催時間 15：00〜17：00） 

         4月 29日（木） 休会 

２． 会報受領  川崎RC  川崎北RC 川崎中

原 RC 川崎とどろき RC 回覧致します。 

３． 年会費納入のお願い 

年会費（４～6月分）82,000円を4/5（月）に、

ご指定の口座より引き落としさせていただき

ました。現金での納入の方は 4 月の例会時



にお願いいたします。 

４． ＜4月の予定＞ 

4/6  通常例会＊例会終了後理事役員会 

4/13 通常例会＊  4/20 通常例会＊ 

4/27 休会 

＊通常例会ですが、会食なし→お弁当持ち 

帰りとなります。 

５． 本日例会終了後、理事役員会を開催致し

ます。関係各位のご出席をお願い致します。 

地区大会のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２グループ細山勝三郎カバナー補佐より 

2020-21年度第２５９０地区、地区大会は５月１日

（土）YouTubeにてオンライン配信します。多くの皆様

にご参加（ご視聴）頂きますよう宜しくお願いします。 

とご挨拶がありました。 

 

お 祝 い ご と 

入会記念日 
小泉 繁勝会員   冨岡 昭一会員 

会員誕生日 

冨岡 昭一会員 

上原 伸一会員    叶野 聡 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結婚記念日 

小丸日出夫会員  

井上 裕司会員  

配偶者誕生日 

志村 修司会員 洋子様 

鹿島 義久会員 晴代様 

島 利夫 会員 由美子様 

叶野 聡 会員 恵美様 

渡邉 新治会員 葉子様 

内田 義治会員 真由美様 

 

米山奨学金授与式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓  話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「私の川崎中央ロータリークラブアクションについて」     

野口 新二 

 

2005年 3月、知人の紹介により入会しました。ロータ

リークラブの名だけは知っていましたが何も知識はあ

りませんでした。会員の構成員は主に工業・機械関 

係の会社・商店主・飲食店・不動産業・ダンス教習の

先生や書道家など実に多岐にわたっていました。私

自身は公務員として長く務め、土地っ子で家業は元

農家・お風呂屋・現在は不動賃貸管理を営んでいま



す。ロータリー活動で特に印象に残っている幾つかを

お話します。 

① 社会奉仕活動委員会では各種団体と提携した多

摩川の清掃活動や東扇島の道路清掃であります

が、2 リットルのプラスティックボトルがゴロゴロし

てます。「これは何故だろう？」と不思議でした。

結果は、近くの川崎食肉センターや大工場に荷

入れする大型トラックの運転手さんが時間待ちで、

我慢できずに用を足した後ですが、驚きました。 

② 職業奉仕活動委員会では、従来から会員相互の

職場を訪問するようで、東京ガスの巨大ナフサタ

ンク・日本鋼管の圧延施設や森永工場・川崎区

特別区域内にある感染症研究所等の見学が印

象的でした。私が地区職業奉仕委員長の時、初

めに各クラブから卓話に呼ばれました。クラブに

は職業奉仕だけではなく、ロータリーの生き字引

のような方が多数おられ足がすくみました。今で

も続いているかと思いますが横浜・川崎・両市教

育委員会とタイアップした企画事業で教員を 20〜

30 人、夏休み前に会員企業で 3〜5 日間研修し

その後、体験発表します。川崎市教育委員会も

企画に乗って頂きましたが参加の教員は片手半

分でスタートしました。その時感銘を得ましたこと

は、横浜市が先行した事業とはいえ部長・教育長

の積極的な姿勢と研修修了者は准教頭の該当

者になる制度としたことでした。 

③ 30 周年記念事業について記念事業の構成を記

念事業・祝宴・式典・記念誌と 4 事業に分けて全

員が何等かの役をすることとしました。関実行委

員長・副 3 名・森本祝宴・佐野式典・野口記念事

業・田中記念誌の各委員長で進めることになりま

した。私は記念事業を担当しました。 

④ 記念事業は川崎警察署・交通安全協会を提携団

体とし、市教育委員会・各学校長・区役所・町会・

自治会協力のもと、交通事故の多発する第一国

道元木町交差点に安全運転と子供にも交通ルー

ルを守る呼びかけの交通安全標語塔を設置する

ことにしました。 

ア. 区内 20 小学校の全児童、区内在住の私立

小学生を対象に学校長及び保護者宛に 

交通安全標語の依頼。（15字以内） 

イ. 250 余りの応募があり、役員による一次選考

を行う。 

ウ. 警察署長・教育長・区長・実行委員長・RC会

長で最終選考により 

“ちゃんと見て、小さい私が歩いている”  

 小学 1年生 

“あなたが守ってみんなのいのち”  

 小学 4年生 

“子供でも自転車乗れば運転手”   

    小学 5年生 

いずれも小学生の目線からの作品が選ばれました。

選考者、応募の皆さんには御礼の品を届けました。 

エ. 交通安全標語塔の除幕式を現地にて川崎

警察署長・川崎市教育長・川崎区長を来賓

として、トヨタレンタリース神奈川駐車場で行

いました。 

以上、私が関わったあらましですが、式典では大野ガ

バナー・福田市長・山田商工会議所会頭・鳴海川崎

警察署長・渡辺教育長・交通安全標語入選者など多

数ご出席され、成田真由美パラリンピック金メダリスト

「自分の可能性を求めて」をご講演頂き、祝宴ではか

わさき舞祭・ロータリアンの飛び入り演奏。最後にか

わさき純情小町の歌・踊りと大変盛り上がった 30周

年記念でした。以上、大変長々とした話でしたが、最

後にロータリーとは奉仕活動を通じて、自分から学ん

で進んでいかなければならないと思います。 

 


