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1574回

令和 2年 11月 9日

VOL.36

副会長
伊藤康人

幹事
栁町大介

No.15

川崎中央ロータリークラブ
WEEKLY
●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
「我等の生業」
○本日のメニュー
和食

新会員入会式
安東会長

特別ビジター紹介
安東会長
米山奨学生 張 博偉（チョウハクイ）さん
出席報告
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前々回
修正

関根 剛 新会員
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80.48

（後藤会員・長島会員）
安東会長指針

『 いまできること 』

米山奨学生奨学金授与
安東会長

3. 皆さんにご協力いただきましたロータリー財団
への寄付金は、目標一人150ドル×43人＝6450ド
ル（677,250円）に対して実績6523.8ドル（685,000
円）となりまして、お陰様で達成することができ
ました。ありがとうございました。
4. 里親制度として、平成9年7月より実施しておりま
す、
「チャイルド・ファンド・ジャパン」フリィピ
ンの困窮児童に対する寄付金、本年も3名の対象者
に対して、144,000円寄付させていただきましたが、
そのお礼状と感謝状が届きましたので、回覧させ
ていただきます。ＨＰ、会報にも掲載させていた
だきます。

米山奨学生

安東会長 ・張 博偉（チョウハクイ）さん
11月の誕生日
坂本(将)親睦活動副委員長

幹事報告

川島 光 会員（１0日）

栁町大介会員（28日）

会長報告
安東会長
1. 本日入会式を行いましたが、新たに素晴らしい仲
間が増えました。関根会員です。皆さん暖かくお
迎えいただき生涯の仲間として、よろしくお願い
いたします。
2. 次回例会は、11月28日（土）「ライオンキング」
の移動例会となります。
ご参加いただきます皆さん素晴らしい講演を楽し
みましょう。
理事会議事録にて告知させていただきましたが、
コロナに対する考え方がありますので、全員出席
扱いとさせていただきます。
16日の例会がこの28日の移動例会に振替になりま
すので、16日に例会が開催されませんので、ご注
意ください。
安東会長指針

栁町幹事
◎ 例会変更のお知らせ
＜川崎南ＲＣ＞
11月17日（火）夜間移動例会 ｻﾝﾋﾟｱﾝかわさき
11月24日（火） 休会 休日週により
12月22日（火） 夜間例会 年忘れ家族会
12月29日（火） 年末による休会
◎ 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 11/26分
ロータリーの友
ガバナー月信（和田さんが載ってます）
ロータリー青少年指導者養成セミナー
ＲＹＬＡ（ライラ）のご案内

スマイルレポート
伊藤副会長
安東会員……①関根様正式に入会おめでとうござい
ます。
②久住さん、森崎さん卓話よろしくお
願い致します。

『 いまできること 』

栁町会員……①関根さん入会おめでとうございます。
末永くよろしくお願いします。
②沼様、本日はようこそいらっしゃい
ました。皆さん本日は楽しみましょう。
松本会員……久住さん、森崎さん卓話楽しみにして
おります。
大石会員……今月もよろしくお願いします。。
中村会員……①雨谷麻世さんのチケットを購入して
下さいました皆様ありがとうございま
した。
「本日御礼に伺うべきところ地方
に出向いており失礼致します。
」とのこ
とでした。
②森崎さん、久住さん本日の卓話楽し
みです。
後藤会員……本日は久住会員、森崎会員のお話を楽
しみにしております。
石川会員……①森崎さん、渡部さん、眞智子さん昨
日はお世話様でした。ナベさんの自称
ゴルフの先生から昨日から初心者の生
徒に格下げになりました。お知らせし
ます。スコアはともかくとても楽しか
ったです。
②本日森崎さん、久住さん卓話よろし
くお願いします。
木村会員……①連休に秩父に札所巡りと温泉に行っ
て参りました。紅葉がとても綺麗でし
た。
②11月1日で会社が創立30周年で社長
も長男に交代して私は会長になりまし
た。当分は今迄どおりの仕事です。よ
ろしくお願い申し上げます。
渡辺会員……久住さん、森崎さん新会員卓話楽しみ
にしています。
上原会員……またまたご無沙汰ですみません！すっ
かり秋めいてきましたね！毎々ご無沙
汰なのをやっと卒業できそうな見通し
が立ってきました！来春に向けてすこ
ーしずつ出席率を伸ばしていきたい今
日この頃です。4月に完全復活!!
本日は久住さん、森崎さん卓話楽しみ
にしております♡
坂本(竜)会員…今月もよろしくお願いします。
山口会員……皆様こんばんは先週の土曜日に父の納
骨を無事済ませることができました。
ささやかですが、シュークリームを張
さんに買ってきてもらいました。皆様
お召し上がりください。
本多会員……またコロナの感染者数が増えてきまし
た。皆様、マスクや三密やソーシャル
ディスタンスなど、気をつけて乗り切
りましょう！今日は久住さん森崎さん
初卓話楽しみにしています。
石田会員……①スポーツの秋ですね。巨人は優勝・
坂本の2000本安打、パはソフトバンク
とロッテのCSですね。11/28四季の「ラ
安東会長指針

イオンキング」楽しにですね！
②本日は久住さん森崎さん卓話楽しみ
にしております!!
林 会員……ご報告です。大師中学校野球部が県予
選大会で優勝して、全国大会出場が決
定しました。皆さん応援よろしくお願
いします。
長島会員……新会員久住様、森崎様、本日の卓話頑
張って下さい。
廣瀬会員……①森崎さん、久住さん、本日卓話よろ
しくお願いします。
②先日会社のグローバルボランティア
ディーで近所のゴミ拾いを子供と一緒
にやってきました。子供の成長を目に
出来、とても嬉しく思いました。
谷中会員……宮古島では飲み過ぎてゴルフボロボロ
でした。
関根さん入会おめでとうございます。
久住会員……皆様こんにちは。
関根さん入会おめでとうございます。
本日、卓話宜しくお願い致します。
関根会員……本日よりRCへ入会させて頂きます。
皆様と会やゴルフなど良い時間を過ご
せることが出来れば幸いです。
今後とも末永くよろしくお願い致しま
す。
伊藤(康)会員…久住さん、森崎さん本日はよろしく
お願いいたします。
1574回 21件

31,000円

累計 325件

471,000円

卓 話

新会員卓話
Tenaris NKK Tubes

『 いまできること 』

森﨑の歩み
森崎敏広会員

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1912 日本鋼管創設
1950 熊本八代 誕生
1968 天草工卒 NKK
1988～1993 USA
1998～2001 カナダ
2000 ｴﾇｹｰｹｰｼｰﾑﾚｽ鋼管 発足
2002 NKK定年 JFEｽﾀｰﾄ
2003 ﾃﾅﾘｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟ 発足
2006 Tenaris 入社
2015 TSC ｽﾀｰﾄ
2023 京浜高炉休止

皆さまこんにちは、今回この様な場所に立つのは小学
生の時の弁論大会依頼。
当時緊張し過ぎてしまい、頭の中が真っ白になったのを
思いだします。
今日は何をお話ししらた良いのか？皆さまにご相談しま
したところ、何んでも良いのよ〜とアドバイスを頂き、結
果本日何も準備せず…
私の簡単プロフィールお話しをさせて頂きたいと思いま
す。

私は川崎大師に生まれ育ち現在も。
小、中を出て高校に入ったものの退学をしてしまい19歳
の頃に不動産業界に入りました。
後から聞いた話しですが、当時その会社に採用された
理由は直ぐ辞めると思った。笑
と、聞かされ7年もお世話になり、その後
数社の不動産会社へ勤務した後、独立か結婚か？と残
念ながら貰い手がなく独立開業の道へ現在6年目に至り
ます。
ロータリーにお誘い頂きました際には開業してまもなくの
タイミングでしたため、3年も口説いて頂き皆さまのお仲
間に入らせていただく事になりました。ロータリーの活動
につきましては、私自身も奉仕活動には以前から興味
があり、会長のお言葉でもある今自分に出来ること
を考えながら少しでも、世の中のお役に立てればと思い
ます。皆様のお仲間に入りまだ日は浅いのですが活躍
出来るよう頑張りたいと思います。時間が5分早いので
すが。笑
これで私の卓話を終わらせて頂きます。

自己紹介
久住奈美会員

卓話予定

11月28日(土) 劇団四季 ライオンキング鑑賞会

今週の担当者

会報委員
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森本会員
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