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司会……森川友生男ＳＡＡ
点鐘……渡部典行会長
ロータリーソング……佐野ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ
「我等の生業」
本日のメニュー 和食

ビジター紹介

本多親睦活動委員長
（川崎ＲＣ）

小林 一 様

特別ビジター紹介

渡部会長
出席報告
米山奨学生

尹瑞晶（ユンソジョン）さん
栁町出席委員長
会員数

渡部会長指針『

出席
該当者

出席者 欠席者

ホーム
クラブ

1523 回

38

36

28

8

77.77

1521 回

38

36

29

7

80.55

メイク
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幹事報告

5 月の誕生日

本多親睦活動委員長
安東仁志幹事
例会変更のお知らせ
新川崎ＲＣ
５月２２日(水）休会
５月２９日(水）→29 日～30 日一泊移動例会
６月１２日（水）休会
６月２６日（水）休会
週報を送ってくださった RC
ありません

◎

◎

◎
阿野順一会員（17 日）
安東仁志会員（29 日）・小又義幸会員（３１日）

本日の配布物
4/22 の会報
マンスリーレター
ロータリーの友

委員会報告
会長報告

伊藤康人研修委員長
渡部会長

令和最初の例会になります。
・地区より、地区委員への委嘱状が届きました。
青木会員 ロータリー平和センター委員会
小又会員 米山奨学金増進委員会 副委員長
拡大増強委員会 委員
・ 新企画 「フレッシュ交流会」
4 月 25 日（木）ソシア 21 で開催されました。
石田会員、柳町会員 、2 名が出席しました。
・

第１回 ５月２０日（月） １３：４５～１４：４５
（通常例会終了後）
場所： 川崎中央ＲＣ事務局 会議室
テーマ： 『ロータリーの基礎と活動、及び、
川崎中央ＲＣの歴史について』
第２回 ６月３日（月） １８：３０～２０：３０
（親睦懇親会を含む）
場所：天龍本館
会費：一人５，０００円
テーマ： 『５大奉仕、及び地区活動、米山、
Ｒ財団の基礎について』

2 0 1 9 -2 0 年度 地区大会第 1 回実行委員会
4 月 25 日 17 : 00～ 川崎商工会議所
当クラブは、コホス トクラブで、登録委員会
交通委員会の担当のようです。
渡部会長 ・石川会長エレクト・山口次期幹事で
参加してきました。

・4 月より、1 年間米山奨学生の世話クラブになりま
した。
尹瑞晶（ユンソジョン）さん 慶応義塾大学 4 年
生です。
・5 月 12 日、2019 年度ロータリー米山奨学生
米山梅吉記念館訪問に、地区の米山奨学金増進委員
会 副委員長として、小又義幸会員が出席しました。

渡部会長指針『

本多親睦活動委員長
5/27 グルメ例会 横浜 ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ
6/9-10 一泊移動例会があります。

スマイルレポート
山口副会長
小林

一様…メイクアップで参加させていただきます。
よろしくお願いいたします。 (川崎 RC)
渡部会員……①米山奨学生のユンソジョンさん、本日
はよく来て下さいました。１年間よろし
くお願いします。当クラブの良さや日本
の良さをたくさん知る１年にして下さい。
②中村会員本日の卓話よろしくお願いし
ます。
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安東会員……①中村さん卓話よろしくお願い致します。
②米山奨学生、ユンソジョンさんようこ
そいらっしゃいました。１年間よろしく
お願い致します。
川島会員……①家内にお花の誕生日プレゼントありが
とうございました。本人からもよろしく
とのことです。
②３週間振りの新元号での初例会、気分
が一新します。
関 会員……先週の１０連休最後の 5 日、6 日に「ｻｲﾊﾞ
ｽﾛﾝ車いすｼﾘｰｽﾞ日本 2019」という電動車
いすの技術を競う世界大会がカルッツ川
崎で開催されました。第 1 回は 2016 年に
スイスのチューリッヒで開催されたよう
です。感動しました。
松本会員……中村さん、卓話楽しみにしております。
青木会員……良い天気になってまいりました。先日は
関様、増山様お世話になりました。
中村会員……①小林さん、ユンソジョンさんようこそ。
②本日卓話をさせていただきました。寝
てて下さい。
後藤会員……皆さんこんにちは！令和となってはじめ
ての例会です。今後もよろしくお願いし
ます。
伊藤(康)会員…①皆さん、ゴールデンウイークは充実
していましたか？
②中村さん、今日は楽しみです。よろし
くお願いいたします。
野口会員……新緑が目にまぶしい季節です。樹木の剪
定に追われています。中村さん卓話宜し
くお願いします。
石川会員……中村さん本日の卓話よろしくお願いしま
す。
木村会員……①5 月の連休は 1 週間ほど、妻と二人で
三陸海岸の復興と山形の山を歩きました。
復興はまだまだのようでした。山形の山
は、まだ雪の中で、桜は中腹当たりで満
開でした。とても奇麗でした。
②本日の卓話中村さんよろしくお願いし
ます。
渡辺会員……中村さんの卓話楽しみにしています。
阿野会員……皆様こんにちは。長期のＧＷはいかがで
したでしょうか？
私は連日の家族サービスでヘロヘロです。
坂本(将)会員…①皆様こんにちは。ＧＷ明けて、体も
仕事慣れていないところですが、気を引
き締めて頑張りたいと思います！ＧＷは
相手を変え、場所を変え 4 回ＢＢＱをや
りました。準備に片付けで疲れました。
②ユンさんようこそいらっしゃいました。
牧島会員……久しぶりに歩いてきました。疲れました。
年を感じました。
本多会員……10 連休の中で平成が終わり令和になり
ました。我が家は、本当は予定がバラバ
ラだったのですが家族 3 人、家でＴＶを
渡部会長指針『

見ながら令和のカウントダウンしました。
皆さんはどうでしたか？
小又会員……昨日は、米山の新しい学生さんたちと記
念館に研修に行ってきまいた。帰りに桜
木町のニンニク居酒屋に行って、今日は
朝から臭くて社員に怒られました。ユン
ソジョンさん今日からよろしくお願いし
ます。
栁町会員……新元号に変わりましたね。令和も引き続
きよろしくお願いいたします。ユン様小
林様ようこそいらっしゃいました。中村
宮司、本日の卓話楽しみにしています。
長島会員……ユンソジョンさん、こんにちは。本日は
宜しくお願い致します。私は明日から逆
に韓国出張に行ってきます。
林 会員……6 月 1 日 15：00～私のボウリング大会
を行います。ストレス発散に来ませんか。
場所はグランドボウルです。
山口会員……先週の出曜日 6 年生の次男の参観日でし
た。1 年生から 6 年間、2 人で飯田橋から
東京駅まで参観日の日には歩きました。
子供の成長を見て大きくなったなあと思
うのと、これが最後かと思ったら感慨深
いものがありました。
1523 回 22 件 33,000 円 累計 590 件

卓

993,500 円

話

かなまら祭りって！
なぜ外国人が多いの？
中村紀美子会員
◦

本来は鞴（ふいご）の神様です。
鞴（ふいご）は気密な空間の体積を変化させるこ
とによって空気の流れを生み出す器具。 金属の
加工、精錬などで高温が必要となる場合に、燃焼
を促進する目的で使われる道具を指す。

それがなぜ？
“風が吹けば桶屋が儲かる”のように、ふいご
が夫婦の和合を連想→夫婦円満→子孫繁栄で
“子授け”のお祭りが多くなりました。
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◦

かなまら祭りは、いつから？
かつて川崎は宿場に“飯盛女”という人達
がいて、性病の病除けとして、芽吹くこの
季節に、その力をいただいて病を吹き飛ば
そうと、
“地べた祭り”を行っていました。
それをもとに昭和 51 年より、行うことにな
りました。

◦

どんなお祭り？
一言で言うならば“ハチャメチャなお祭り”
なんでもあります。日本人も外国人も老若男
女、誰でもが楽しめるお祭りです。
もちろんＬＧＢＴも含まれています。

◦

ＢＢＣ・オランダ等、海外のメディアが取材し
ています。「日本人の考えはすばらしい！」と
言っていました。(知らないのは日本人だけか
も知れません。)

◦

日本人の宗教感は、自然と共存。“あるべき”
“ねばならない”は、ありません。

米山梅吉記念館見学
令和元年５月１２日 晴天の中、2019 年度の奨学生
を対象に米山梅吉記念館見学に行ってきました。
小又義幸会員

以上とりとめのない話でしたがお聞き下さいまし
てありがとうございました。

卓話予定

令和元年５月 18 日(月)

「日本のポテンシャル:
絶えず変化する世界で成功を掴むために」
JCM Language Training
Senior Language Consultant
フリオ・セザール・マルケスさん

今週の担当者
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