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●司会……佐野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 

「奉仕の理想」 

○本日のメニュー   洋食 

 

安東会長 

地区青少年交換委員長 牛山裕子様 

（川崎大師RC） 

 

      

小又親睦活動委員長 

(川崎大師RC)         野澤隆幸様 

 

須山出席委員長 

（伊藤弘志･久住・島田・増山・山口 各会員） 

          

 

安東会長 

1. 先般の理事会において、12月20日開催の予定の「ク

リスマス家族会」は、社会状況を鑑み、残念ながら

中止とし、12月に各家族にクリスマスカードを配布

することとで承認されました。ファミリアな当クラ

ブの性格を考え、その代わりとして、5月16日「川崎

中央ロータリークラブ家族会」を例年のクリスマス

家族会の規模内容で開催することとに併せ決議され

ました。  

2. 10月26日に予定されていました、「夜間移動例会」

は、ソーシャルディスタンスが徹底されています、

劇団四季「アラジン」を鑑賞することに、理事会に

て承認いただき手配ができました。 

  11月12日、午後13時30分開演です。詳細は、参加募

集と併せ小又親睦活動委員長より回覧等、後日報告

があります。また、これは会としての会食はありま

せんので、10月26日の例会を夜間例会として、サン

ピアにて18時より通常例会より、食事のグレードを

良くしまして、アルコールも提供させていただく形

式で開催いたします。 

 

 

川崎中央ロータリークラブ 

WEEKLY 
 

特別ビジター紹介 

ビジター紹介 

出席報告 

 会員数 
出席 

該当者 
出席者 欠席者 

ホーム 

クラブ 
メイク 

前々回 

修正 

1571回 42 39 34 5 87.71   

1569回 43 41 30 11 73.17 5 85.36 

会長報告 

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 
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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 
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ホルガー・クナーク 
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3. 3クラブ合同例会、クリスマス家族会等の中止変更

に伴い、年間行事予定 が変更されていますので、

その変更案が理事会で承認されました(本日、理事

会議事録と併せ配布させていただきます)。ご確認

ください。 

※12月21日の例会は忘年会を開催予定です。詳細

は11月理事会にて決定予定です。 

4. ロータリー財団は1名15,000円、米山記念奨学生事

業の寄付金は1名20,000円を、ロータリー財団は10

月から、米山記念奨学生事業の寄付金は11月からご

協力要請させていただくことが理事会にて承認さ

れました。何卒ご協力の程お願いいたします。 

5. 社会奉仕の一つとして先般の例会でご説明いただ

きました、かながわ県立病院小児医療基金を通じて

の「ちあふぁみ」への寄付金に関しまして、10万円

を寄付させていただくことが承認されました。更に、

これは日頃ご協力いただいております「ニコニコ

BOX」から拠出することも併せ理事会で承認されま

した。今後の手続き等にしましては、栁町幹事が担

当いたします。 

 
 

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 10/5分 

理事会議事録 

    年間行事予定表（改訂版） 

 

 

  委員長 牛山裕子様 

青少年交換のアンケートを取りました。 

ホストファミリーを引き受けていただける方が困難

になっております。コロナ禍により、本年度も実施

することはできません。 

 

 

伊藤副会長 

 

牛山裕子様…お世話になります。少しだけ青少年交

換のご報告をさせていただきます。 

          （川崎大師RC） 

野澤隆幸様…今日の例会でお世話になります。 

（川崎大師RC） 
安東会員……①本日はファミリーミーティングの発表

です。大変楽しみにしております。 

②牛山様、野澤様ようこそいらっしゃいま

した。今後ともご指導のほどよろしくお願

い致します。 

栁町会員……①本日はファミリーミーティングの報告

ですね。リーダー、サブリーダーの皆様よ

ろしくお願い致します。 

②牛山様、野澤様ようこそお越し下さい

ました。ごゆっくりお過ごしください。 

関 会員……佐野さん、渡部(典)さん、先週のＣグルー

プファミリーミーティングでは、ご苦労様

でした。楽しい一時になりました。 

増山会員……コロナ禍の中どうにか黒字決算で終わり

ました。新年度に入って新規顧客が増えま

した！ピンチはチャンスです！ 

松本会員……牛山パストガバナー補佐様ようこそ。野澤 

ようこそお越しくださいました。 

中村会員……野澤様、牛山様ようこそ。 

石川会員……①ファミリーミーティング報告よろしく

お願いします。 

②明後日ゴルフコンペブービーメーカー

にならないように頑張ります。 

木村会員……牛山様本日はようこそいらっしゃいまし

た。よろしくお願いします。 

佐野会員……ファミリーミーティングＣグループ参加

の皆様、ありがとうございました。リーダ

ー及びサブリーダー頼りなくてスミマセ

ンでした。 

飯島会員……すっかり秋めいてきまいたね♡私は今日は

ヒョウ柄のジャケットで決めてきました。

昨日の夕食は豪華に焼き肉を食べて寝ま

した。 

本多会員……台風も今回は大きな災害に至らず良かっ

たです。昨年は武蔵小杉の自宅前が冠水し

ました！今日は牛山様、野澤様ご来訪あり

がとうございます。 

石田会員……昨日フロンターレは疲労と雨の中アウェ

ーでよく勝ったと思います。ブッチギリの

独走。気持ちいいですね。巨人ファンの気

持ちがわかります。ファミリーミーティン

グお疲れ様でした。ご報告よろしくお願い

します。 

小又会員……皆さまこんにちは。土曜日は谷中さんと吉

川に飲みに行っておごってもらいました。

その後スナックに行ってシャンパン飲ん

でおごりました。昨日は、谷中さんとゴル

フに行って負けてスーパーで寿司買って

家で飲んで寝ました。 

長島会員……ファミリーミーティングのＡ，Ｂ，Ｃグル

ープ、本日はよろしくお願いします。 

②先週、妻の誕生日にお花を頂き有難う御

座います。 

森崎会員……今日のファミリーミーティングの報告楽

しみです。 

伊藤(康)会員…①牛山地区青少年交換委員長ようこそ

いらっしゃいました。 

②野澤様いつもありがとうございます。ご

ゆっくりどうぞ。 

③ＦＭ各リーダー、サブリーダーの皆様本

日はよろしくお願いいたします。 

 

幹事報告 

地区青少年交換委員会 

スマイルレポート 

1571回 19件 28,000円 累計 260件 394,000円 
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ファミリーミーティング報告 
テーマ  

『広報・増強につながる社会奉仕活動を考えよう』 

Aグループ 
日時：令和2年9月25日(金) 午後6時30分～ 

場所：煌蘭 
出席者：会長､幹事、情報委員長、島田リーダー 

小又サブリーダー 木村、谷中、中村、 

渡辺、和田          10名  

 
発表者：小又サブリーダー 

始めの挨拶 島田リーダー 

思っていることを話してくださいと伝えてスタート 

出席者により意見 

・人から人へのつながりがうまくいっているクラブがいいク

ラブになる。商店街や他団体、市などとの連携をとり、広

報をいれる。 

・ロータリーは認知度が今まで低かったので社会奉仕活動

は何でもできる。 

・社会奉仕活動について、今まで地域での活動を話しれまし

た。地域にあぴーるすることが役に立つ。 

・ポリオ撲滅に力を入れているのがよい。 

・法人としての奉仕も出来るのか？ 

 会社の利益を奉仕に還元できるのだろうか？ 

・フードバンクに感銘した。 

中央は熱いクラブなので活気に誘われた。 

Bグループ     
日時：令和2年10月1日(木)18：30～   

場所：煌蘭 

出席者：会長、副会長、幹事、情報委員長、 

石田リーダー、本多サブリーダー、石川、 

大石、川島、久住、後藤、坂本(将)、須山、

林、細谷、牧島、増山、松本､    18名 

 
発表者：本多サブリーダー 

参加人数が多く、会員皆様がそれぞれのネットワークからの

情報を基にした考えや、新しい視点、具体性のある意見が多

く、当日は有意義なファミリーミーティングとなりました。 

 

§社会奉仕活動の活動先について 
1.今まで当クラブが続けてきた奉仕活動の延長線上を基にし

た奉仕活動先に対する案 

 ①田島支援学校  

  ＊隣接しているこども食堂へ配膳の手伝いと子供とふれ

あう活動 

 ②フードバンク関連 食品ロスと食料を必要としている方

への支援について 

  ＊スーパー、コンビニの食品ロスを検討したが、廃棄期

限の判断が遅いため奉仕活動には向かなかったが、今

後も継続的にこの問題を考えていく  

 ③川崎市立川崎高校 （外山ゼミナール）～川崎の街をき

れいにしよう ピクトグラム活動～ 

  ＊2020年2月に卓話者として来訪。その後の活動 

青少年奉仕活動、社会奉仕活動として実現化を支援 

 ④東扇島へのゴミ拾い活動の継続  

～川崎の街をきれいにする～ 

 ⑤虹のグループホーム  

  ＊川崎市から何か表彰などを受けた事で、当クラブから

も奉仕活動の一環としてできないかという提案 

 ⑥卓話などで来訪された、社会貢献度の高い方への応援活

動 

  ＊先日卓話者として来訪された雨谷麻世さんなど、社会

貢献を考えて活動されているロータリーの応援にふさ

わしい方を当クラブで応援し、そのことを外部発信し、

広報を含めた社会奉仕活動とする案 

2.新しい奉仕活動先に対する案 
 ①市内老人ホームへの慰問および手伝い 

  ＊音楽 朗読 整備など必要とされていることや喜ばれ

ることを行って高齢者を元気づける活動 

 ②施設やこども医療センターなどのお子さんを元気づける

活動 

  ＊餅つき大会、クリスマスパーティー、川崎フロンター

レなど地元川崎のスポーツのサッカーやバスケットボー

ルの試合へ招待。餅つき大会は子どもに盛況で喜ばれた。 

 ③発展途上国の貧困や十分な教育を受けられない子どもに

向けた洋服や靴などの古着、鉛筆、ノート、ランドセル

など物資支援活動 

 ④医療従事者向け 冬の感染者拡大時へ不足物資を考えた

支援活動（フェイスシールド、防護服など） 

 ⑤神奈川県立こども医療センターへの寄付（理事会で寄付

金実施が決定済み） 

 ⑥会員自身の知識や経験を活かし、子どもに話しをしてい

く活動づくり 

   

§広報・増強を考えたITや外部発信を伴う時流に合わ

せた社会奉仕活動として 
 ①HPを利用し、実際の例会や奉仕活動の動画を定期的に載

せて更新する 

  ＊入会候補者への例会誘致のプロセスとしても活用し、

ロータリーや当クラブがどんな会であるかを知って頂

き、増強をしやすくする。 

  ②ZOOMの活用 

＊コロナ禍で実際に社内会議や社外打ち合わせに利用した

結果、逆にコミュニケーションが増えてよかったところ

から、自宅や離れた場所からでも参加できるメリットを

例会等に活用していく 

 ③タウンニュースなど広報紙の活用 

 ④ロータリーの友「ロータリーアットワーク」欄への奉仕

活動の寄稿 

 ⑤SDGsの取組と活用 

＊SDGsへの取組活動は学生や企業に注目されているので、

社会奉仕活動をSDGsのテーマに紐づけて、 

卓 話 
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 HPなどに外部発信し、若者や外部を取り込む 

 

§社会奉仕活動への根幹に対する考えについての意見 
・一回で終わらない継続的にできる計画性のある奉仕 

・地味でも地道で継続性のある奉仕 

・ゆっくり長続きする奉仕 

・お金だけの寄付ではなく、個人の力ではできない 

ロータリーだからこそできる奉仕 

・みんなで体が動かせる奉仕活動 

 ＊市民祭りで得た奉仕活動のよさは、「みんなでやった」と

いう感覚が持てたことではないか。 

 

§地区補助金（ﾃｰﾏ｢ｺﾛﾅ｣）に向けての提案として 
 ①生活困窮家庭にある高校生の生活費の支援活動 

＊生活苦によって退学せざるを得ない状況があり、在学

中の生活費を支援し社会人として送り出す活動 

 当クラブの社会奉仕活動として検討してみては 

…という方向になった。 

 ②川崎市の飲食業への応援 

  ＊働けるのに働けず、食事がきちんと食べられない人と

飲食業の両面ｻﾎﾟｰﾄとして、当ｸﾗﾌﾞのゴミ拾 

   いなどの奉仕活動に、外部ボランティア参加の場を設

け、参加者に市内の飲食店のクーポンやサービス券を

差し上げる案 

 

Ｃグループ 
日時：令和2年10月5日(月) 午後6時30分～ 

場所：吉川 
出席者：会長、副会長、幹事、情報委員長、 

佐野リーダー・渡部サブリーダー、伊藤(弘)、

関、長島、萩原、廣瀬、森川、森崎、森本、

山口、              15名 

 
発表者：渡部サブリーダー 

１．これまでの実績・・・川崎中央ＲＣのカラーが現れてい

るので、この特色を継承したらどうか？ 

 １）向け先・・・身障者支援、子供支援、交通安全活動支

援、行政支援、おおひん虹の会（現、虹のホーム）、

田島支援学校、交通安全協会、川崎市、日本ベトナ

ム友好協会、ＮＰＯ法人フードバンク 

 ２）種別・・・物資寄贈、ｏｒ  

労働奉仕（バザー、市民祭、清掃、もちつき、） 

 

２．これからの方向性 

 ・これまでの実績の延長線上での活動＞ 新規の奉仕活動 

 ・毎年継続可能なもの＞ 単発的なものを毎年変えて行く 

 ・労働奉仕 ＞ 物資の寄付 

 ・地域（川崎）に貢献できるもの（地域ならではの課題） 

＞ 地域外にも広げる 

 

３．奉仕先（支援を求めている団体）の調査 

・・・奉仕してほしいところにズバリ照準を合わす。 

 ・川崎市社会福祉協議会、川崎市市民文化局、健康福祉局

などへのヒアリング 

 

４．広報活動との関連 

 ・タウンニュースに掲載依頼（川崎ＲＣは頻繁に掲載、内

容はともかく印象には残っている。） 

 ・川崎地下街（アゼリア）、または、本庁舎と第３庁舎の通

路のブースに活動展示パネル掲示 

 ・ロータリーの友の「ロータリーアットワーク」に記事を

寄稿 

 ・例会や奉仕活動をＹｏｕｔｕｂｅにアップする。（ホーム

ページとのリンク） 

 

５．具体的奉仕活動例 

・フードバンク（配給先）に対する労働奉仕 

・・・配達ヘルプ、感染防止パッケージの支援、配給先

における慰労活動 

・特別養護老人ﾎｰﾑ､ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ…川崎中央ＲＣの「芸能力」

の発揮 

   ・・・慰労訪問（楽器演奏、歌、朗読、漫談、 

体操支援、花壇の手入れ・・・） 

・田島支援学校とフードバンクとの関連・延長線上 

・・・社会福祉法人の「たじま生活支援センター」 

（てんとう虫ハウス）という子供食堂への奉仕 

  ﾌｰﾄﾞの配送、調理の手伝い､子供・老人の話し相手､等 

・・・「たじまこども文化ｾﾝﾀｰ」､｢ﾜｸﾜｸﾌﾟﾗｻﾞ｣への奉仕 

    子供の見守り、子供と一緒の遊戯（パプリカ） 

・コロナ対策支援 

 ・・・高齢者介護施設、医療機関への不足医療物資、不

足生活物資の寄贈 

     （普通のマスクやフェースシールドは面白くな

いので、ロゴ入りとかＲＣ標語入りとか。） 

 ・・・地元飲食店の応援 

（出前オーダー、ウーバーイーツならぬＲＣイーツ。

オレンジジャンパーを着て配達） 

・個人的に地域でなんとかならないかなと思う事。最近、

話題になった社会問題。 

・・・コロナとの関連、自殺者の阻止（啓蒙ポスター、

啓蒙パネルの作成、掲示） 

   （国内のコロナ死亡者1,600人に対して、年間自

殺者20,000人） 

・・・駅周辺のカラスバスター（飲食街のゴミ整理）、

ハトの糞清掃（市の職員とともに。） 

・・・あおり運転防止チラシ&ウエットティッシュ 

（東扇島人口ﾋﾞｰﾁ､ﾏﾘｴﾝ､ﾗｿﾞｰﾅ等ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ） 
 

10月19日(月) 川崎市定時制高校

生による弁論 

 

今週の担当者         阿野会員 

        

卓話予定 

     会報委員 牧島 聡 渡辺 雅夫 森本 邦康    川崎中央ロータリークラブWeekly 

        Vol.３６  No.１２ 

        編集･作成 川崎中央ＲＣ事務局 

 事務局 伊藤 清恵      発行日 令和２年１０月１２日 



 

 

安東会長指針  『 いまできること 』  

 


