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●

司会……本多ＳＡＡ

●

点鐘……渡辺雅夫会長

須山出席副委員長

●

ロータリーソング

福与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

会員数

出席
該当者

出席者 欠席者

ホーム
クラブ

1483回

35

34

30

4

88.23

1481回

35

33

23

10

72.72

（増山・栁町・谷口

洋食
5月の誕生日

メイク

3

前々回
修正

78.78

各会員）

山口幸太親睦活動委員長

ビジター紹介
山口幸太親睦活動委員長
(川崎RC)
(川崎マリーンRC)

簔口昌明様
秦 明 様

阿野順一会員 （17日） 小又義幸会員（３１日）
渡辺会長指針『 もういちどクラブを見つめ直そう 』

委員長報告

会長報告
渡辺会長

■ロータリー財団からマルチプルＰＨＦの寄付者
にお礼のバッジが届きました。
川島、増山、森本会員と木村会員です。奉仕団
体であるロータリアンとしての歴史と実績を現
すものです。
■5月21日の卓話時間は、牧島会員の紹介で、かつ
てアメリカ共和党政権に近い位置いた米国人弁
護士の話を聞きます。トランプ政権のことなど
今日的な問題に及べば面白いと考えました。
■5月28日の例会に、次年度第一グループガバナー
補佐になる奥山繁樹様が訪問されます。

幹事報告

◎

◎
◎

伊藤弘志幹事
例会変更のお知らせ
<川崎マリーンＲＣ>
６月14日（水）～１５日（木）
期末一泊移動例会
場所：エクシブ初島
週報を送ってくださったRC
川崎南ＲＣ
本日の配布物
会報
5/7の会報

Ｒ財団寄付表彰
渡辺会長
マルチプルホールハリスフェロー+4（5000＄）
川島 光会員
森本邦康会員
増山雅久会員
マルチプルホールハリスフェロー+1（2000＄）
木村教義会員

木村会員

「ベトナムへの自転車寄贈式典を終えて」
ベトナム友好協会川崎支部 木村朝教さんからの
報告書を木村会員が代読してくださいました。
2003年１１月から始めたこのボランティア活動は今
回で第３１回目、累計１２,４７８台をベトナムに送
りました。
お届け先は、ダナン市とクァンナム省の小学生・
中学生を対象にしております。
ベトナムは近年の高度成長により急速な発展をし
ておりますが、まだまだ貧困が絶えません。そんな
方々に対し、日本ベトナム友好協会川崎支部では、
今回のベトナム訪問で自転車の現地での受取り、子
ども達への寄贈、実際に届けた子ども達のご自宅ま
で訪問し、自転車を受け取ったことによりどれだけ
の変化があったかを確認して参りました。

今回は３箇所での寄贈式と６家庭への訪問をしまし
た。訪問をさせていただいた方の中で一番印象に残
ったご家庭が、学校までの通学時間が徒歩３時間と
いうお宅でした。ご夫婦と５人の子供の７人家族で
した。お父様は単身赴任で、お母様が５人の子供を
育てていました。子供のうち３人はダウン症・身体
障害をお持ちでした。生活費がままならないため自
転車を貰えたことに涙を流して喜んでおりました。
徒歩３時間のところ自転車を使うことによって片道
１時間くらいで通えるとのことでした。
また、ダナン友好連盟、ダナン市の副市長、市議
会議員と話しをし、非常に強い感謝の気持ちをいた
だき、是非引き続き続けて欲しいとの強い要望がご
ざいました。
今後の課題もございます。本来ベトナムは中古品
を輸入することに非常に厳しい規制があります。私
たちの贈っている自転車は産業廃棄物として扱われ
てしまいます。そこで私たちは川崎市の協力を得て、
川崎市からの品質保証を受けることにより何とか輸
出をすることができます。しかし、経済の成長が非
常にめまぐるしいベトナムでは法整備も進み、年々
法律の改正がございます。ベトナムの新しい法律に
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中村会員……①昨日松山まで日帰りでした。疲れま
した。
②秦さんようこそお越し下さいました。
森川会員……皆様こんにちは。将平くん、本日の卓
話楽しみにしています。
後藤会員……本日は坂本将平氏の卓話に期待してお
ります。
野口会員……雨上がり爽やかな五月晴れきもちよい
ですね。将平会計卓話何が出てくるの
かな？よろしくお願いします。
石川会員……暑かったり、寒かったり忙しい今日こ
の頃です。本日は早退させて頂きます。
坂本さん卓話よろしくお願い致します。
木村会員……寒暖の差が激しくて苦労します。
本日の卓話、坂本将平様よろしくお願
青木会員
い申し上げます。
中国の李克強首相の来日にあわせて、5月10日に日中
飯島会員……坂本将平さん卓話楽しみにしておりま
平和友好条約締結４０周年記念の約1500名参加のパ
す。昨日は雨でしたね。皆さん風邪な
ーティーが開催されました。私も川崎の日中友好協
どひかぬように気をつけ下さい。
会会長として招待されましたので参加して来ました。 渡部会員……①昨日は母の日で家族で花とプレゼン
李克強首相はとても柔和な方でした。
トを持っていきました。
②将平ちゃん今日の卓話よろしくお願
いします。
スマイルレポート
安東会員……坂本将平さん本日の卓話楽しみにして
います。会計の件ですね。
坂本竜麻副会長
山口会員……皆様こんにちは。坂本将平さん本日の
簔口昌明様…本日メイキャップにお伺いしました。
卓話宜しくお願い致します。
宜しくお願いします。渡辺会長、先日
本多会員……昨日は母の日でしたが、実家の母と主
は川崎ＲＣにお越し下さりありがとう
人の母とそれぞれ一緒に時間を過ごし
ございました。
（川崎RC)
てきました。ご飯を作ってあげたり一
秦 明 様…今日はいろいろとお世話になります。
緒にＴＶを見てお茶を飲んだり、普通
去る５月５日に青木さんのお誘いで華
の日常のことしかしていませんが、
「今
心会の１１回の書展を拝見させていた
日は本当に楽しかったあ！」と言われ
だき懇親会に出席しました。楽しい一
てもっと行ってあげなきゃいけないな
刻をありがとうございました。会員の
あと反省しました。娘からもあじさい
皆様にもお世話になりました。
の花と手紙をもらえてＨＡＰＰＹな母
（川崎マリーンRC)
の日でした。
渡辺会員……①簔口様、秦様ようこそお越し下さい
福与会員……坂本様本日の卓話楽しみにしてます。
ました。ごゆっくりお過ごしください。 石田会員……皆さんこんにちは。今日はまた暑いで
②坂本将平さん会計でご面倒をお掛け
すね。春は三寒四温はげしいですね。
しますが宜しく！
今日は坂本将平さん卓話よろしくお願
伊藤(弘)会員…①坂本将平さん本日の卓話楽しみで
いします。
す。専門家の話はいつも興味深いです。 小又会員……①ゴールデンウイーク車ぶつけました。
②１年半ぶりに朝ランに出て多摩川沿
②一昨日母の日をして母親にアジをご
いを走りました。羽田架橋が工事中で
馳走しました。釣ってきて…。
既に橋脚の０基礎工事していました。
③昨日米山委員で奨学生と米山記念館
完成が待ち遠しいです。
に行ってきました。
関 会員……一昨日は上田市鹿教湯温泉での例年実
④将平さん今日はよろしくお願いしま
施している従兄弟会に行ってきました。
す。
飲みすぎた。
栁町会員……先日は森川さん、石田さんありがとう
ございました。元気出ました！
松本会員……坂本将平さん、卓話楽しみにしていま
坂本(竜)会員…坂本将平さん卓話楽しみです。
す。
森本会員……来週の例会は休みます。残念です。
青木会員……本日は関様、渡辺様お世話になります。
1483回 24件 31,000円 累計 602件
994,000円
対応するよう、日本ベトナム協会川崎支部も大きな
変化の時でございます。
何よりもボランティアの皆様により自転車の分解、
コンテナへの運搬ができ、川崎港の皆様のおかげで、
ベトナムへの輸出を手伝っていただき、ベトナム在
住の臼田 玲子さん・ダナン友好連盟のおかげで子
ども達の元へと自転車を届けております。
ベトナムの恵まれない子供達が自転車を喜んでいる
のであれば、このボランティア活動は続いていきま
す。これからもご支援をどうぞよろしくお願い申し
あげます。
川崎中央ロータリークラブの皆さんに感謝申し上げ
ます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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次年度の多目的積立金について
卓話

渡部典行会長エレクト
自社の事業「アスベスト除去事業の現在」と

当クラブ運営について

「アスベスト除去事業」外壁塗装材がアスベ
スト LV1 に指定？

卓話予定
５月21日(月)

「トランプ氏がどのようにして大統領を勝ち
抜いたのか、トランプ大統領が日本に与え
1.アスベストとは
2.外壁アスベストが吹付アスベスト(LV1)
と指定される。

る影響とは何か」
米国人弁護士

ジェイムズ・ニコラス・パパトネス

3.一般市民として気をつけること
・近隣での解体工事、改修工事で・・・
・アスベストが含まれる建物を修繕する、
解体する場合
適正に行わなかった場合は発注者責任！？

（James Nicholas Papatones）様

今週の担当者
写真

石川会員
石田会員

今期当クラブ会計委員長として
1．
2．
会報委員

財政状況
お金の使い道について
石川三枝子

石田 幸兒

坂本

阿野

牧島

小又 義幸

順一

聡

将平
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