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点鐘……渡部典行会長
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ロータリーソング……佐野ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ
「奉仕の理想」

○

本日のメニュー
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渡部会長

・ ３月１５日（金）田島支援学校 会長・幹事が
卒業式に参加しました。
・ ＩＭの寄付送金の連絡が川崎鷺沼ＲＣから届き
ました。
それぞれ寄付金１０万円を参加１９ＲＣで均等
に割っていただき、ロータリー財団には、47.85
ドル、米山記念奨学会には 5,263 円を寄付した
とのことです。
2019-20 年度 青少年交換留学生の受入に関する
説明会が開催されます。
4 月 4 日(木)13：30-15：30 神奈川県県民ｾﾝﾀｰ
以 前 お 話 した よ う に、次 年 度 は ＹＥ （ Youth
Exchange）青少年交換留学生のホストクラブと
なっております。
今年度、次年度三役を中心に、地区との連携は
とっていてきますが、会員の皆様の協力をお願
い致します。

（青木会員・伊藤康人会員・萩原会員）

渡部会長指針『

奉仕活動と親睦活動を通じ、会員同士の誇りと絆で愛されるロータリークラブを作る

』

幹事報告

安東仁志幹事
◎

例会変更のお知らせ
新川崎ＲＣ
3 月 20 日（水）
休会
定款細則により
4 月 3 日（水）→夜間移動例会 18：00
親睦お花見例会
中華料理 「成喜」
4 月 17 日（水）
休会
定款細則により
5 月１ 日（水）
休会
定款細則により
5 月 22 日（水）
休会
定款細則により
5 月 29 日（水）～30(木) 一泊移動例会

◎

週報を送ってくださった RC
ありません

◎

本日の配布物
第 10 回理事会議事録
会報 3 月 11 日分
委員会報告

本多親睦活動委員長
4/1 お花見例会
飯島会員宅
5/27 グルメ例会 横浜 ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ(予定)
6/9-10 一泊移動例会があります。
皆様の出席をお待ちしております。

スマイルレポート
山口副会長
渡部会員……①本日は春らしい陽気に幸せを感じます
ね。
②本日のクラブ協議会よろしくお願いし
ます。みんなで良いクラブにしていきま
しょう。
③明日から北九州に出張してきます。
帰ってきたら、妻が入れ違いに台湾に行
くので、帰ってきたらヒマなので誰か遊
んで！
安東会員……①35 周年について、皆さんご検討の程よ
ろしくお願い致します。
花粉症が酷く、悩んでいます！
川島会員……①森川さん車検お世話になりました。
②所用で中座いたします。申し訳ありま
せん。
関 会員……いよいよ選挙のシーズンに入ります。
林さん頑張って下さい。
渡部会長指針『

松本会員……本日のクラブ協議会では、グループリー
ダーの木村さん、中村さん、青木さん、
伊藤弘志さんよろしくお願い致します。
中村会員……①勝てないフロンターレ？
なんとか１勝を！
②友風も白・黒・白・黒なんとか勝ち越
してほしい。
後藤会員……先週は草津温泉に家族旅行をしました。
雪が降っていました。
伊藤(康)会員…①春めいて来ましたね。桜の開花が楽
しみです。
②本日のクラブ協議会は、３５周年記念
事業について、ご討議いただきます。皆
さんよろしくお願い致します。
野口会員……ロータリー財団寄付ありがとうございま
した。
木村会員……本日のクラブ協議会。創立３５周年記念
式典についてということですが、活発な
意見を出して良いスタートができるよう
にしたいものですね。
牧島会員……まだまだ寒い日が続きます。早く暖かく
なってほしいものですね。
本多会員……開花宣言はこれからのようですが、車や
電車で移動中に桜の開花を多く見かける
ようになりました。暖かくなって来週あ
たりは桜も咲いて春到来ですね。お花見
例会よろしくお願いします。
石田会員……きのう、御殿場富士カントリーで今年初
めてのゴルフを栁町さんとしました。彼
は長身でドライバーは３発くらい立派で
した。私はゴルフ以前のウォーキングで、
問題でした。スコアはわたし 114、彼は
125？同伴のトップアマは８６でした。ま
た頑張ります。
小又会員……昨日は焼き鳥屋のコンペで千葉いすみで
ゴルフ５位で何ももらいませんでした。
帰りに木更津のアウトレットに行って靴
を買いました。
栁町会員……昨日、石田さんのエスコートで富士カン
トリーに行ってきました。結果は 131 と
相変わらずのスランプでしたが、とても
楽しかったです。改めて石田さんありが
とうございました！
長島会員……大分春らしい天候になってきましたね。
私は本日東京ドームに行き、巨人×マリ
ナーズ戦を観戦してきます。
林 会員……昨日は多摩川のリバーサイド駅伝でした
ね。今回は辞退しましたが、来年は参加
します。
山口会員……本日次男（10 才）が 1 人で北海道に旅立
ちました。だんだんなんでも 1 人で出来
るようになり、うれしくもあり、さみし
くもある今日この頃です。
1517 回 18 件 20,000 円 累計 454 件
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788,500 円
』

卓

話

クラブ協議会
創立３５周年記念事業についての意見交換
青木リーダーグループ

（書記：柳町会員）

出席者：青木会員、大石会員、関会員、本多会員、
長島会員、栁町会員

題もある）。川崎市はパラリンピックを応援してい
る。そのため、パラリンピックのチケットを購入し、
養護施設へ送って見に行ってもらう。４グループの
意見をまとめ、多数決で決めるのでも良いのではな
いか。
・顔の見える相手への寄付が良い。具体的には、おお
ひん虹の会は必要性を感じていないようなので、田
島養護学校へ必要なものをリサーチして、それを送
るのが良いと思う。
・総括
記念事業としては、寄付の方向性でいく。
寄付先については、今まで関係のあるところから選
ぶか、又はどこかは決めずに今後再検討していく。

伊藤弘リーダーグループ （書記：リーダー兼務）
出席者：伊藤弘会員、後藤会員、須山会員、
石田会員、山口会員、林会員、佐野会員

・、総論。３５周年をやる場合、記念事業をやらなけ
れば意味がない。今まで出た案としては、先日配布
されたメモ参照。今日は、具体的に何をやるかを決
めて行きたい。
・パラリンピックやスポーツ関係、児童福祉施設、フ
ードバンクへの寄付、記念塔の建設について、どれ
が実現できるかを検討してから決めるべきではない
か（標語を募集できるのか、どういう団体かの調査
等担当者を決めてから動くべきではないか）
→：今までは何をやるかを決めてから動いていたし、
それで形になった。
→：ならば、オリンピックＹＥＡＲなので、パラリ
ンピックへの寄付が良い。又は、川崎で形になるも
のを残す。
・ＦＭで関会員が言っていた標語塔がいいと思う。
→：前回は、１５０万くらいかかった。メンテナン
スは川崎警察がたまにやっている模様。関係機関と
の調整が難しかった。４月頃より準備を始めていた。
・標語塔はおそらく許可が出ない状況（国土交通省が
ＯＫを出さない）。金がないならその中でやるべき。
オリンピック等への寄付は多くの団体がやるのでイ
ンパクトがない。今までお付き合いのある、おおひ
ん虹の会や田島支援学校への寄付で良いのではない
か。
・いくらまで出せるのかを決めてから検討すべき。オ
リンピックは川崎とは関係ない。寄付するなら知っ
ている人への寄付が良い（本多会員のお嬢様がスノ
ボで世界大会？に出る、等）。記念塔は実現難しい
（国土交通省がＯＫ出さないし、メンテナンスの問
渡部会長指針『

・何か残るものを寄付した方が良い。
・今回は、予算をあまり取らないでやるのが方針なの
で、児童虐待等、社会の共通問題を皆で話し合って、
まとめて報告する。
・子供たちに絡めて、何かお母さん向けの良いお話し
ができる方をお招きする。
・オリパラ関連で、車椅子等の寄贈
・例会は質素に。奥様を連れて、食事するくらいが良
い。
・ﾓﾉよりも現金寄付も無駄がない。(寄付先は要検討）
・できればモノとして残るものが良いが、「必要とさ
れるもの」が一番
・無理やり渡すのではなく、必要としている方を探す
のが重要
・「３５周年をきっかけとして、スタートできる事業」
を始める、という観点。
・周年事業で企画実行する事で、組織が固まる。
・友風関などへの応援で、川崎の相撲支援が盛り上が
っている。
・多摩川の桜、小学校への長十郎梨や伝十郎桃などの
植樹。
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中村リーダーグループ（書記：渡辺会員）

出席者：中村会員、松本会員、安東会員、島田会員、
細谷会員、渡辺会員
・奉仕事業について具体的に考えることに絞った。
・寄付後に修繕など費用が発生しない、メンテナンス
フリーを対象としたい。
・田島支援学校に何か要望があるかどうか、確認して
みる。
・フードバンクへ何らかの支援をしたい。
・対象をもっと絞り込んだ方が良い。（広報活動や資
金支援など）
・スポーツ関連事業への支援
・ＲＣ財団の地区補助金を活用する。

木村リーダーグループ

・ニコニコ会計は、４００万円程度あるが、全部は使
えないし、会員数や月曜例会が少なくなることから、
これからはニコニコが段々と減っていく方向だ。
・会食は実施したいが、立食ではなく座食の方が落ち
着く。
・日航ホテルは高いので、サンピアンか、１，５００
回記念例会を行ったキング・スカイ・フロントのホ
テルが良いのではないか。
・お客様としては、最低、親クラブの大師ＲＣと、子
クラブのマリーンＲＣ、さらに、ガバナーとガバナ
ー補佐は、招いた方が良い。
・会食会に家族を呼びたいとの意見はあるが、来たく
ない人もいるので、来たい人だけ呼べば良いのでは
ないか。
・寄付の中味として、モノとして残すのか、現金か、
絞ってはどうか。現金寄付としては、米山記念奨学
金やＲ財団への寄付も必要だろう。
・大枠として、記念事業の対象を人にかけるか、モノ
にかけるか、絞った方が良い。
・寄付の対象としては２通り。ひとつは、川崎中央Ｒ
Ｃがこれまで行ってきた奉仕に関連する対象を選ぶ。
（例えば、障害者、子供、その延長で、パラリンピ
ックやスポーツなど。）、もうひとつは、今、社会
問題となっている事について、支援できることはな
いかを考える。（例えば、児童虐待防止、アポ電・
オレオレ詐欺から高齢者を守る活動、等）

（書記：小又会員）
卓話予定

３月 18 日（月）ＰＥＴＳ報告
石川会長エレクト

今週の担当者

石田会員

出席者：木村会員、小又会員、飯島会員、牧島会員、
渡部会員、伊藤康会員
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