国際ロータリー第２５９０地区
ためになる魅力あるロータリー
例 会: 毎週月曜日 12：30
例会場: サンピアンTEL: 044-222-4416
事務所:

〒210-0011川崎市川崎区富士見1-7-15 第二吉新ビル1FA室
TEL:

044-233-3005

FAX:

044-233-8460

2020-21年度
国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク
会長
安東仁志

ＨＰ：http://www.kawasaki-chuo-rc.com/

E-mail:info@kawasaki-chuo-rc.com

第1566回

令和 2年 8 月 24日

VOL.36

副会長
伊藤康人

幹事
栁町大介

No.7

川崎中央ロータリークラブ
WEEKLY
●司会……佐野嘉男ＳＡＡ
会長報告
●点鐘……安東会長

安東仁志会長

●ロータリーソング
飯島ﾛ-ﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ
「我らの生業」
○本日のメニュー
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メイク

安東会長指針

前々回
修正

1. 吉田ガバナーより、先般の訪問時のお礼のお手
紙をいただきました。
2. 先般のガバナー公式訪問時、
「交換留学生」に関
する感謝状盾を吉田ガバナーよりいただきまし
た。本日、市立川崎高校に授与に参ります。
3. 交換留学生「マディタさん」のホームステイに
ご協力いただきました、ホストファミリーの川
島会員、牧島会員に感謝状も併せ、吉田ガバナ
ーよりいただきました。本日ここに、感謝の意
を込め、授与させていただきます。大変ご苦労
いただき誠に申し訳ございませんでした。ご協
力ありがとうございました。

『 いまできること 』

4. 米山奨学生・学友夏季レクリエーシュンが、本
年はコロナの影響を勘案し、残念ながら中止と
なった旨、連絡が地区より届きました。
5. 「日本のロータリー100周年」記念切手のご案内
を回覧させていただきます。購入をご希望され
る場合は、誠に申し訳ございませんが、各自で
購入いただきますようお願いいたします。クラ
ブとしての購入は理事会にて判断させていただ
きます。
感謝状の授与
青少年交換留学生 マディタさんのホストファミリー
としてご協力いただいた、川島会員、牧島会員に
感謝状が送られました。

川島会員

ホストファミリーとして、マディタは４人
目。今までは男の子だったのですが、初め
て女の子でした。

牧島会員

マディタは楽しい子で優秀だった。本人か
らも時々LINEが届いている。アルバイトし
て、お金を貯めて、また、日本に行きたい
とのこと。

幹事報告
栁町大介幹事
◎
◎
◎

例会変更のお知らせ
ありません。
週報を送ってくださったRC
ありません。
本日の配布物
会報 ８/１７分
前年度最終のガバナー月信

委員会報告
青木松枝Ｒ情報委員長
研修会についての連絡 9/14・9/28です。
山口幸太ゴルフ同好会代表
１０月１４日 次回ゴルフ大会開催日
安東会長指針

スマイルレポート
伊藤康人副会長
安東会員……フードバンク高橋様、原島様ようこそ
いらっしゃいました。高橋様本日の卓
話よろしくお願い致します。
栁町会員……高橋様、原島様本日はようこそいらっ
しゃいました。卓話宜しくお願い致し
ます。
松本会員……フードバンクの卓話、川崎市障害者更
生相談所の原島様、そして、フードバ
ンクかわさき代表の高橋様よろしくお
願い致します。
森川会員……①皆様こんにちは。本日はフードバン
クかわさき高橋様卓話よろしくお願い
致します。
②石田さん土曜日は大変お世話になり
ありがとうございました。
後藤会員……ようやく秋の気配が感じられるように
なりました。コロナ終息まで頑張りま
しょう。
野口会員……皆様こんにちは。体調不調欠席して申
し訳ありません。本日宜しくお願いし
ます。
木村会員……本日はフードバンクについて高橋実生
様よろしくお願い申し上げます。
飯島会員……今日も暑いですね。皆様お元気にお過
ごし下さい。
渡部会員……フードバンクの高橋様本日の卓話よろ
しくお願いします。
弊社もさすがに、コロナの影響が出て
いますが、皆様の会社はどうでしょう
か？皆でガンバって乗り越えていきま
しょう。
山口会員……皆様こんにちは。まだまだ暑い日が続
きます。ご自愛下さい。
本多会員……連日の暑さで皆様体調はいかがですか、
先日の集中豪雨は雨と雷がすごかった
ですね。
（またJR武蔵小杉駅は浸水した
と後から知りました。
）
本日は、高橋様、原島様お越しいただ
きありがとうございます。その後のフ
ードバンクの話を勉強させて頂きます。
石田会員……又、お暑うございますです。フロンタ
ーレ止まり残念！あした、ハマスタで
娘とカープ戦見に行きます。後ろから
の飛沫気をつけたいです！本日フード
バンク高橋様お話しよろしくお願い致
します！
林 会員……今日はホテル縁道の内覧会に行って来
ました。皆様もぜひ見に行ってくださ
い。
廣瀬会員……暑さも少しやわらいできましたでしょ
うか。原島様、高橋様本日の卓話どう

『 いまできること 』

ぞよろしくお願いいたします。
週末、家でゴルフの素振りをしていて、
下半身先行、という意味が少しわかり
ました。１０月のコンペ楽しみにして
います。
久住会員……まだまだ暑い日が続きますが、皆様く
れぐれもご自愛くださいませ。
又、ボーリング大会楽しみです。
伊藤(康)会員…①フードバンクかわさき高橋様、本
日はよろしくお願いいたします。
②原島様ようこそお越しくださいまし
た。
③カミナリすごかったですね。雷雨の
後は風が冷たかったです。季節は確実
に秋に向かっていますね。皆様体調お
気を付けください。
1566回 16件

卓

16,000円

累計 156件

242,000円

話

フードバンクかわさき
食と心を支えるフードバンク
― 餓死と生活苦からの自殺を無くすために

代表

―

高橋実生様

川崎市障害者更生相談所 南部地域支援室
原島淳様
また、本日は川崎市健康福祉局の原島淳様もご同
席されました。精神保健福祉士の資格を持つ原島
様は普段は保健所などと連携して障害者の（精神
的な）相談や対応に従事しているとの事。児童養
護施設の子供たちへの虐待などを通じてフードバ
ンクかわさきの活動を知り、さまざまな部分で連
携を図って、要支援児童問題をひとつでも無くし
ていけるよう努力しているとのお話をされました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
高橋代表の話しの内容は従前の卓話時のものに比
べ、数段厚みを増したように思われ、その間の活
動実績の広がりと自信が感じられた。ご本人の実
体験から始まった「理不尽な現実を何とかしたい」
を原点とした活動が地域や行政を巻き込んだもの
に変遷していく途上を見ているような気がする。
これからもクラブがその一端を担えればなお望ま
しい。

本日は外部卓話者として「フードバンクかわさき」
の高橋実生代表にご来場いただきましました。高
橋代表にあっては既に2018年2月の例会でもお話
しされており、我が川崎中央が地区補助金受託事
業として前々年度より取り組んできた活動の奉仕
対象であります。その詳細は伊藤弘志会員からも
度々報告されたように、二温式冷蔵庫はじめ精米
機など、そして特にラベルプリンターとバーコー
伊藤弘志会員・高橋実生代表・原島淳様
ド読み取り機はフードバンクの活動に画期的な効
率性をもたらしてくれたとの感謝の言葉がありま
した。
安東会長指針
『 いまできること 』

昨年ドイツからの交換留学生を受け入れて
いただいました、川崎市立川崎高等学校に感
謝の意として盾を贈答いたしました。

優勝は新会員の谷中 努さんでした。
会場をホテルプラムに移動して懇親会を行いまし
た。こちらもソーシャルディスタンスを考えて
大きな会場で行いました。

担任 外山教諭・岩木教頭・安東会長

新会員歓迎ボウリング大会
令和2年8月29日（土）

ハマボール

4名の新会員さんを歓迎してボウリング大会が
行われました。

卓話予定

８月３１日(月) 休 会
９月７日(月) Ｒ情報委員長卓話
青木松枝会員
今週の担当者

会報委員
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聡
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