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出席報告
● 司会……本多みちよＳＡＡ
● 点鐘……渡辺雅夫会長
● 国家 ……「君が代」斉唱
● ロータリーソング
飯島副ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ
「奉仕の理想」
○

本日のメニュー

須山副出席委員長

中華

会員数

出席
該当者

出席者 欠席者

ホーム
クラブ

1479回

35

34

26

8

76.47

1477回

35

35

25

10

71.42

メイク

2

（木村・坂本竜

渡辺会長指針『 もういちどクラブを見つめ直そう 』

前々回
修正

77.14

各会員）

◎

本日の配布物

4月の誕生日
山口幸太親睦活動委員長

会報
3/26・4/2の会報
マンスリーレター
ロータリーの友
スマイルレポート

坂本竜麻副会長

島田喜彦会員 （18日） 牧島 聡会員 （23日）

会長報告
渡辺会長
■２日のお花見会には25会員が参加しました。飯島
さんはじめ多くの会員に事前準備、後片付けで協
力頂きましたことを感謝いたします。
■５日の第５回会長幹事会で青木ガバナー補佐から
米山奨学金やＲ財団寄付達成率など2590地区の現
有情勢の報告がありました。
最新の情報は是非とも「Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙ」に個
人登録してご覧ください。

幹事報告
伊藤弘志幹事
◎

例会変更のお知らせ

☆川崎幸ＲＣ
４月２０日（金）移動例会
「立川 防衛省航空装備研修所」
５月４日（金）休会
祝日 みどりの日
（臨時例会場の変更）
☆川崎大師ＲＣ
４月２５日(水）信徒会館
◎

週報を送ってくださったRC
新川崎ＲＣ

２階 大広間

渡辺会員……森川さん本日の清掃行政に関する卓話
宜しくお願い致します。
伊藤(弘)会員…①飯島さん、先週は美味しいおでん
に天ぷら、竹の子ご飯ありがとうござ
いました。飯島さんちの子になりたく
なりました。
②森川委員長、本日の卓話をよろしく
お願いします。
川島会員……お花見例会では飯島さん大変お世話様
でした。
関 会員……飯島さん、先週のお花見では楽しませ
ていただきました。私共の横須賀の会
社も４月５日、６日にお花見会でした
が、花はなくても盛り上がりました。
増山会員……確定申告は無事に終わり、ホットしま
した。大いに稼ぎました。引き続き３
月の法人決算が来ます。また忙しくな
ります！人手不足で困っております。
深刻な問題です。
松本会員……お花見例会、なごやかにおいしくいた
だきました。飯島さんほか、お手伝い
の方々ありがとうございます。
森本会員……よろしくお願いします。
大石会員……４月になりました。今月も宜しく；
青木会員……先日のお花見例会は飯島さんはじめ皆
様お世話になりました。本日書道展、
個展のご案内状を皆様にお願いしまし
た。よろしくお願い致します。
中村会員……①１日のかなまら祭り無事終わりまし
た。石川さん、川島さん、関さん、谷
口さん、青木さん、森本さん奉納あり
がとうございました。
②飯島さんお花見例会ではお世話にな
りました。また昨日のおいなりさんで
も大変お世話になりました。
野口会員……春一番陽気も良くなりました。森川委
員長卓話よろしくお願いします。
石川会員……①先週はお花見例会お世話になりまし
た。
②森川さん本日よろしくお願い致しま
す。
③佐野さん昨日はお世話になりました。
楽しい１日を過ごさせて頂きました。
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木村会員……仕事を兼ねて長野、山梨に夫婦で桜見
物に行って参りました。伊那の高遠城
の桜は素晴らしく町の人々の良く桜も
満開で青空が見えないほどでした。清
里で宿泊しましたが朝は雪で一面銀世
界です。桜に雪が降り積もり夢の世界
でした。
阿野会員……先日の夜間例会では飯島さん大変お世
話になりました。ありがとうございま
した。その後数人で二次会に行き山口
会員と二人でどこかに行ったところま
でしか記憶がありません…。またよろ
しくお願いします！
牧島会員……飯島さん先週は本当にありがとうござ
いました。楽しい美味しい時間を過ご
せました。
山口会員……先日のお花見例会ありがとうございま
した。皆様のご協力のおかげで大変楽
しい会となりました。最後の一泊例会
も良い会にしたいと思いますので宜し
くお願い致します。
本多会員……①先日のお花見例会は楽しかったです。
飯島さんありがとうございました。
片付けしか手伝えませんでしたが女性
会員の方々のお料理や手際の良さには
頭が下がっております。
②今日は森川さん卓話で勉強させて頂
きます。
石田会員……皆さんこんにちは。すっかり春めき桜
が若葉になりましたね。今日は森川さ
ん、卓話よろしくお願いします。
（明日
ﾄﾞｰﾑにDeNA対巨人行ってきます！）
小又会員……先週のお花見例会飯島さんありがとう
ございました。今日森川さん宜しくお
願い致します。昨日のありがとうござ
いました。
栁町会員……①先日のお花見例会に出席できずに残
念でした。来年は是非！
②森川さん本日の卓話よろしくお願い
します。
坂本(竜)会員…週末から風が強いですが飛ばされな
いようにお気をつけ下さい。

1479回 21件 43,000円 累計 515件

874,000円

卓話

社会奉仕と清掃行政について
森川友生男会員

社会奉仕とは
５大奉仕の一つ社会奉仕は、クラブの所在地域
または行政区域内に居住する人々の生活をの質
を高めるために時には他と協力しながら会員が
行うさまざまな取り組みからなるものです。
ロータリアン一人一人の個人生活、事業生活、
社会生活に奉仕の理念を適用することを奨励、
育成することです。この奉仕の理念の適用を実
行することについては各ロータリークラブが多
彩な社会奉仕活動を開発して、会員の奉仕活動
の輝かしい機会を与えてきました。ロータリア
ンの指針としてまた社会奉仕活動に対するロー
タリーの方針を明確に表すために、その原則は
次のようにまとめられます。
社会奉仕はロータリアン一人一人が「超我の
奉仕」を実証する機会です。地域に住む人々の
生活の質を高め、公共のために奉仕することは
すべてのロータリアン個人にとっても、またロ
ータリークラブにとっても献身に値することで
あり、社会的責務でもあります。

社会奉仕のプロジェクトは
・地域社会と関連していること。
・ロータリアンにとって学びの機会となること。
・地域社会におけるロータリークラブの役割を
見出すこと。
・現状の支援源をもってロータリアンがどのよ
うな援助ができる判断すること。
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清掃行政について

社会奉仕の機会に関する項目
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

危機下の児童
障害者
保健(医療)
国際理解と親善
識字能力と計算能力
人口問題
貧困と飢餓
環境保全
都市問題

基本理念
地 球 環 境 にやさしい持 続 可 能 なまちの
実 現 をめざして

基本方針
・社 会 状 況 の変 化 等 に的 確 に対 応 し、限 り
なくごみをつくらない社 会 を実 現 します
・市 民 ・事 業 者 ・行 政 の協 働 により“エコ暮
らし”を実 践 し、さらに 3R を推 進 します

社会奉仕の事例
人間尊重

・安 心 して健 康 に暮 らせる快 適 な生 活 環 境
を守 ります

1.社会的弱者への支援
2.保険、衛生、長寿で健康
3.子育て支援
4.社会治安の向上をめざす
5.才能のある人の発掘、支援
6.文化活動で心豊かな人を
7.災害に備える

目標

（基本計画）

・ 1 人 1 日 あたりのごみ排 出 量 を 10％削
減 する
998g（H26） ⇒ 898g（H37）
・ ごみ焼 却 量 を 4 万 トン削 減 する

地域発展

37 万 トン（H26） ⇒ 33 万 トン（H37）

1. 産業育成
2. 観光の街づくり
3. 街並整備

※ 家 庭 系 2 万 トン・事 業 系 2 万 トン削 減

資源物とごみの分け方・出し方

環境保全
1.
2.
3.
4.
5.

各家庭に行政より冊子が届いています。
各自確認にて分別にてゴミを出すように心掛け
てください。

山、野の植樹・森林の育成
河川の清掃・魚や蛍の住む清流に
街路の清掃
歩行者天国
クリーンエネルギー

卓話予定
４月１６日(月)

協同奉仕

会報委員長卓話
石川三枝子会員

1. 協同
2. 街頭キャンペーン
3. 国際交流

会報委員

今週の担当者

石川三枝子

石田 幸兒

坂本

阿野

牧島

小又 義幸

順一

聡

将平

石川会員

川崎中央ロータリークラブWeekly
Vol.３３

No.３４

編集･作成 川崎中央ＲＣ事務局
事務局

伊藤

清恵

発行日 平成３０年４月９日

渡辺会長指針『 もういちどクラブを見つめ直そう 』

渡辺会長指針『 もういちどクラブを見つめ直そう 』

