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●司会……佐野嘉男ＳＡＡ  

 

●点鐘……安東会長 

 

●ロータリーソング  飯島ﾛ-ﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 

「我等の生業」 

 

○本日のメニュー   和食 

     

 

 

須山出席委員長 

 

 

 

 

 

安東会長 

 

1. 9月15日会長・幹事会が行われました。 

 ・他地区被災地への義援金が、2590地区の54クラ

ブでトータル3,996,000円＋地区より10,000,00

＝4,996,000円集められ、地区を通じ寄付された

旨報告を受けました。 

 ・本年11月12日に予定されていました、3クラブ合

同親睦夜間例会（川崎マリーンＲＣ担当）は、

飲食を伴うことにより中止となりました。2021

年1月7日に予定されています4クラブ新春合同

例会（川崎南ＲＣ担当）は、卓話、簡単な食事

を取ることもあり、各クラブの意見を纏め次回

会長幹事会にて、決定することになりました。 

 ・ガバナー月信記事投稿依頼報告があり、第一Ｇ

は4月5日（前月5日締）発信が当番とのこと、タ

イトルは、「我がクラブの○〇なロータリアン」。 
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  400字以内で募集とのことです。詳細は、期日が

迫りましたらまたご連絡させていただきます。 

 

2. 現在、ＦＭミィーティングを行っていただいて

おります。テーマは、「広報・増強につながる社

会奉仕活動を考えよう。」活発な意見を出してい

ただきご提案ください。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. 9月25日川崎マリーンＲＣさんとの親睦ゴルフ

会が開催されました。参加いただきました皆さ

ん、お疲れ様でした。対抗戦も行われ、大変楽

しい会となりました。また、今後継続し開催出

来ればと思います。 

 

 

 

栁町幹事 

◎ 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 9/14分 

 

 

 

 

  青木ロータリー情報委員長 

 

 ・本日の研修会は新会員以外の方も積極的に参加

してもらいたいと思います。 

 

 ・ファミリーミーティングは、9/25は、終了 

10/1、10/5参加をお願い致します。 

 テーマは 

『広報・増強につながる社会奉仕活動を考えよう』 

 

 

 

伊藤副会長 

 

雨谷麻世様…本日は川崎中央ＲＣの皆様にお会いで

きることをとても楽しみにしてまいり

ました。これをご縁にどうぞ宜しくお

願い致します♡      （卓話者） 

須山文夫様…本日はおじゃまします。（川崎大師RC） 

安東会員……①雨谷麻世様本日の卓話何卒宜しくお

願い致します。 

②一人有名女優の方が、自殺者が出ま

したね。大変心苦しいことです。 

栁町会員……秋晴れですがすがしいですね。雨谷様

本日の卓話楽しみにしております。宜

しくお願い致します。 

川島会員……雨谷様の卓話楽しみにしております。 

関 会員……①青木さん、研修委員長として先々週

に引続き本日も２日に亘りご苦労様で

す。 

②野口さん９月１５日の川崎中ロータ

リークラブでは、お世話になりました。 

松本会員……雨谷様本日は楽しみにしております。 

中村会員……①本日の卓話者、ソプラノ歌手雨谷麻

世さんを御紹介いたします。よろしく。

②フロンターレ絶好調ひきつづき応援

よろしくお願いいたします。 

森川会員……皆さんこんにちは。本日は雨谷さん卓

話宜しくお願い致します。 

野口会員……朝夕涼しくなりました。この度一身上

で退会することになりました。永い間

お世話になりました。ありがとうござ

いました。 

後藤会員……本日は雨谷さんのお話を楽しみにして

おります。 

石川会員……①雨谷様本日は、よろしくお願いいた

します。楽しみにしております。 

②先日はマリーンさんとのコンペ雨の

中お疲れ様でした。雨に濡れた為か夜

中足がつって眠れませんでした。 

木村会員……昨日は、日向薬師から飯山観音までハ

イキングして温泉に入ってくつろいで

きました。温泉の泉質がとてもよく癒

されました。食事もおいしかったです

ね。今から秋の紅葉で楽しみな季節で

す。 

渡部会員……だいぶ秋らしくなってきましたね。こ

ういう季節になるとどこかに旅行に行

きたくなりますね。 

坂本(将)会員…皆様ご無沙汰しております。やっと

プライベートも仕事も少し落ち着きま

して、顔を出すことが出来ました。新

会員の皆様また改めてご挨拶させてい

ただきます。よろしくお願い致します。 

牧島会員……本日の新人研修会、私は対象者ではな

いのですが、勉強のため参加させてい

ただこうと思っています。よろしくお

願いします。 

本多会員……今日は書類をあちこちで取りながら川

崎駅からサンピアンまで久しぶりに歩

いてきました。秋晴れで気持ちいい天

候でした。本日は雨谷様ご来訪ありが

とうございます。コンサート楽しみで

す。 

石田会員……土曜9時フジテレビのテッペン（ピアノ

対決のあと）のベンチプレス対決で武

田真治さんが優勝しましたが、左側に

いたｽｷﾝﾍｯﾄﾞのｱｼｽﾀﾝは彼のｺｰﾁで私も

通っています。彼は優勝、私は効果ゼ

ロです。2年やっていますが疲れました。 

幹事報告 

委員会報告 

スマイルレポート 
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本日雨谷麻世様涼風のような歌声をよ

ろしくお願いします！ 

小又会員……昨日は、1泊で福岡に一人出張してきま

した。博多一口餃子店を出店する予定

で6件の店をはしごして参りました。櫛

田神社でどんたくと山笠の勉強をして、

太宰府天満宮に子供の大学の受験祈願

してきました。雨谷様ようこそいらっ

しゃいませ！出店は面倒なのでやめま

した。 

伊藤(康)会員…雨谷麻世様本日は、生のエンジェル

ボイスわくわくしています。よろしく

お願いいたします。 

 

「私とチャリティーコンサート」 

ソプラノ歌手、雨谷麻世様 
           

 
東京芸術大学音楽学部声楽科卒業。川崎市

名誉文化大使。  

クラシックはルネッサンス、バロック、フ

ランス歌曲までも歌いこなす数少ない実力

派シンガー。レパートリーは幅広く、イン

ドのミュージカルをヒンドゥー語で歌う等、

ジャンルを超えて歌い上げるその声は、「魂

を揺さぶる  究極のクリスタル･ヴォイス」

と各界から絶賛されている。  

小林道夫、ヤコブ・リンドベルイ、ザルツ

ブルク八重奏団、東京都交響楽団、九州交

響楽団、佐渡裕、青島広志等と共演。  

ライフワークとして、1996 年よりチャリテ

ィコンサートを始めて、通算 70 回を越える。 

様々な子供に関するチャリティコンサート

を企画、2002 年からは、環境省後援により、

環境と子供をテーマにしたチャリティコン

サートを続けている。  

尚、2010 年からは、林野庁の後援と、国土

緑化推進機構が共催に、2012 年から文部科

学省が後援に加わる。  

2014 年 10 月 31 日付で、林野庁長官より

緑の募金の「感謝状」を授与される。  

 

雨谷様に歌のプレゼントをいただきました。  

 

1569回 19件 32,000円 累計 222件 336,000円 

卓 話 
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-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

2020-21年度 新会員ＲＣ研修会開催 

■第２回 ９月２８日（月） １３：４５～１５：００ 

 

   場 所：サンピアンかわさき ４階  第２会議室 

   テーマ： 

 『 ５大奉仕活動、Ｒ財団について、米山記念奨学会 』 

 

 

【タイムスケジュール】 

   １． 会長挨拶 ・・・安東会長 

２． 研修委員長挨拶 ・・・青木会員 （進行役を含む） 

研修会 

   ３ ．『職業奉仕について』  ・・・ 増山会員 （１０分） 

   ４． 『社会奉仕について』  ・・・ 松本会員 （１０分） 

   ５． 『国際奉仕について』  ・・・ 森本会員 （１０分） 

   ６． 『青少年奉仕について』 ・・・ 中村会員 （１０分） 

   ７． 『クラブ奉仕について』 …伊藤康人会員（１０分） 

   ８． 『ロータリー財団について』 …森川会員（１０分） 

   ９． 『米山記念奨学会について』… 関会員 （１０分） 

10． 質疑応答 

 

 

■ 研修会終了懇親会  ９月２８日（月） １８:３０～ 

場所： 煌 蘭  

 

 

 
 

ＲＣについて活発な意見交換が行われました。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月5日(月) 米山奨学生卓話 

           張 博偉さん 

 

 

今週の担当者         牧島会員 

        

卓話予定 
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