
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-966-1300 

     ［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

  

【【【【点点点点    鐘鐘鐘鐘】】】】                                                                山下会長山下会長山下会長山下会長    

【【【【例会場例会場例会場例会場】】】】                                                        ホテルモリノホテルモリノホテルモリノホテルモリノ    

【【【【ソングソングソングソング】】】】           安藤則雄安藤則雄安藤則雄安藤則雄 SAASAASAASAA 委員長委員長委員長委員長 

 国家君が代・奉仕の理想 

【【【【ゲスト・ビジターゲスト・ビジターゲスト・ビジターゲスト・ビジター】】】】           山下会長山下会長山下会長山下会長    

○結城 光雄様（川崎百合丘 RC） 

○ミアンさん（米山奨学生） 

【【【【会員誕生日会員誕生日会員誕生日会員誕生日】】】】    

 ・碓井会員・平澤会員・尾作弘会員 

【【【【奥様誕生日奥様誕生日奥様誕生日奥様誕生日】】】】    

 ・佐藤成子様（佐藤会員夫人） 

 ・親松恵美子様（親松会員夫人） 

【【【【理事理事理事理事・・・・役員会報告役員会報告役員会報告役員会報告】】】】                                                    山下会長山下会長山下会長山下会長    

1. 東日本大震災の支援について 

 ●①2530 地区(福島)ガバナー事務所に 30万円を寄付 

  ②今年度 4月～6月ニコニコボックスを義援金に充  

   当する。 

2. 大村東 RC15 周年のお祝金について 

 ●祝金 3万円と祝電を行う。 

3. 会長幹事ご苦労様会について 

 ●5月 22 日(日)～23 日(月)鴨川ﾋﾙｽﾞﾘｿﾞ-ﾄﾎﾃﾙにて 

4. 職場訪問について 

 ●5月 20 日(金)：例会後特別養護老人ホーム「潮見台 

  みどりの丘」を訪問。 

5. 米山奨学生の歓送迎会について 

 ●4月 22 日(金)18:30 点鐘、場所 シノワーズにて 

【【【【会長報告会長報告会長報告会長報告】】】】                                                            山下会長山下会長山下会長山下会長    

1.東日本大震災被災地に対する支援活動について②が届

いています。救援支援物資の受付先です。 

2.2011 学年度米山奨学生ｶｳﾝｾﾗ-ｵﾘｴﾝﾃ-ｼｮﾝ及び懇親会開

催の依頼が届いています。 

 日時：4月23日(土)15:00～17:00 場所 上大岡ｳｨﾘﾝｸﾞ横浜 

3.第 3回日台ロータリー親善会議開催中止のお知らせが 

 届いてすます。 

第 911 回例会 4 月 8 日(金) ロータリー情報「ロータリー」とは 会員卓話（梶会員・志村会員） 場所：ホテルモリノ 

第 912 回例会 4 月 15 日(金)  次年度会長方針 環境美化ポスター撤去 場所：百合ヶ丘カントリー倶楽部 

4.ロータリー米山記念奨学会ニュース「ハイライトよね 

 やま号外」が届いています。2 月末寄付金明細 

5.4 月 15 日開催文化の風・秋コンサート「愛とロマンへ

の旅」中止の案内が届いています。 

 

【【【【幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告】】】】                                                            梅澤幹事梅澤幹事梅澤幹事梅澤幹事    

1.1.1.1.文書着文書着文書着文書着    

◆川崎中央RC 

  平成23年3月28日（月）夜間移動例会 

        点鐘：19時 

場所：若宮八幡宮 

 

2.2.2.2.例会場変更例会場変更例会場変更例会場変更    

  ◆横浜東RC 

  横浜ベイシャラトンホテル＆タワーズ 

   〒220-8501 

   横浜市西区北幸1-3-23 

   電話：045-411-1150 

   FAX：045-411-1335 

 

 
山下会長よりミアンさんに米山奨学金贈呈 

第 910 回 例会記録 平成 23 年 4月 1 日（金） S.A.A 委員長 安藤 則雄 



【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】                                                            長瀬長瀬長瀬長瀬委員長委員長委員長委員長    

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 910 回 22 15 7 - 68.18％ 

第 909 回 22 19 3 2 95.45％ 

第 908 回 22 15 7 4 86.36％ 

 

【【【【ニコニコニコニコニコニコニコニコ委員会委員会委員会委員会】】】】                                                    平澤平澤平澤平澤委員長委員長委員長委員長    

  第 910回（件数）   合 計 

ニコニコ     14 件       ￥14,000 

●お客様 

◇結城 光雄様（川崎百合丘 RC） 

●当クラブ 

◇山下会長 がんばろう日本！ 

◇梅澤幹事◇安藤優会員◇安藤則雄会員◇大野会員 

◇親松会員◇鈴木憲治会員◇鈴木眞一会員◇長瀬会員 

◇鈴木豊成会員◇平澤会員◇森会員◇山崎会員 

 

以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【【【【ロータリーロータリーロータリーロータリー財団財団財団財団】】】】                                            佐藤佐藤佐藤佐藤委員長委員長委員長委員長    

  第 910 回（件数）   合 計 

R ・ 財 団     0 件       ￥00,000 

 ◇ 

【【【【米山記念奨学米山記念奨学米山記念奨学米山記念奨学】】】】                                        鈴木憲治鈴木憲治鈴木憲治鈴木憲治委員長委員長委員長委員長 

  第 910回（件数）   合 計 

米山奨学     2 件       ￥30,000 

 ◇安藤優会員 

◇鈴木憲治会員 

  2011 学年度の米山奨学生、新奨学生 33 名と 

継続生 12 名で 45 名でスタ-トです。 

 

【【【【雑誌雑誌雑誌雑誌・・・・広報広報広報広報委員会委員会委員会委員会】】】】                                                碓井委員長碓井委員長碓井委員長碓井委員長    

  ロータリーの友より 

◇3月 11 日に起こった太平洋沖地震で亡くなられた

方々に哀悼の意を表するとともに被災者の皆様にお

見舞いを申し上げます。 

 ◇浄土宗大本山増上寺の石田祐寛より 

  ●人間は、自分中心にしかものを見られない。 

   人間という動物は、本当に自分勝手で、わがままです。 

   仏教では【貧ジンチ】の心というそうです。 

  ●人間は、部分的にしかものを見られない。 

   世の中の人は、誰でもみんな自分の思っていることが、 

   一番正しいと考えている、それが人間の本性かもしれ

ないのでしっかりと気を付けていかなければならな

い。 

       人人人人はははは時時時時々、々、々、々、己己己己をををを知知知知りりりり襟襟襟襟をををを正正正正すことがすことがすことがすことが、、、、    

大事大事大事大事じゃないでしょうかじゃないでしょうかじゃないでしょうかじゃないでしょうか！！！！    

 

    

【おおおお知知知知らせらせらせらせ】】】】                                    鈴木豊成鈴木豊成鈴木豊成鈴木豊成    次年度幹事次年度幹事次年度幹事次年度幹事    

  4 月 10 日の地区協議会に出席の方は、   

  皆さんで集合して車でまいりますので 

  河島会員の会社の駐車場に 10時 30 分までに 

  お集まり下さい。 

 

 

【【【【会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話】】】】                                                別紙掲載別紙掲載別紙掲載別紙掲載    

   ◇平澤会員  

     ●うそで失敗しないためには～ 

     ●さて、これからの日本どうなるのか？ 

    ◇鈴木豊成会員 

     ●大型システムプラントを終えて 

 

 

4 月誕生日会員・会員奥様 

 

 

 

 

【【【【四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト】】】】                                                    鈴木豊成鈴木豊成鈴木豊成鈴木豊成会員会員会員会員    

【【【【点鐘点鐘点鐘点鐘】】】】                                                                    山下会長山下会長山下会長山下会長

【【【【会報委員会会報委員会会報委員会会報委員会】】】】                                                    文責文責文責文責    碓井美枝子碓井美枝子碓井美枝子碓井美枝子    

 

 

 

 

 

 

 

 



会員卓話 

平成 23 年 4 月 1 日 

平澤 兼一郎 

 

今日は、エイプリルフール。「4月 1日に、たあいもないうそで、人をだますこと」これは、欧

米のものかというとそうでもなく、インドでは揶揄節、中国では万愚節といって、古くからあ

るもの、日本にも江戸時代に中国から伝わり、当時は「不義理の日」と呼ばれていた。エイプ

リルフールという言葉ができたのは大正時代になってから。欧米とアジアでは意味が違い、イ

ンドでは仏教徒のための、欧米ではキリスト教徒のための行事となっている。 

また、フランスではこの日に新年の贈り物をしたということだそうです。 

 

うそでうそでうそでうそで失敗失敗失敗失敗しないためにはしないためにはしないためにはしないためには、、、、必要以上必要以上必要以上必要以上にしゃべらないことにしゃべらないことにしゃべらないことにしゃべらないこと    

「うそも方便」といいますが、それも状況によりけり。場合によっては、取り返しがつかない

ことになります。どこかでこんな話を聞きました。私の知り合いに電話があったのですが、大

事な客と面談中だったため、電話にでられなかったそうです。取次の若い社員は、「面談中で

出られない」と言うのは失礼だと考え、「ちょっと近くへ外出しております。」と答えました。

すると相手は、「今近くにいるので、御社にうかがって待たせてもらいます」と言ったのです。

社員は、どう対処すべきか、困り果てたそうです。この場合は、近くに出ている」とうそをつ

かず、ただ「席をはずしております」だけでよかったのです。このように、嘘で苦しい立場に

追い込まれないようにするには、必要以上にしゃべらない心が大切です。気をつけましょう。 

 

    さてさてさてさて、、、、これからこれからこれからこれから日本日本日本日本どうなるのかどうなるのかどうなるのかどうなるのか？？？？    

去る 2月 25 日、強風とともに気温が 22度と急上昇し、春本番を感じるお天気でした。気象庁

も春一番が吹いたと発表しました。ところが、翌日からまた、真冬に逆戻りと寒暖の差の激し

い異常気象の連続でした。昨年から今年にかけて異常なのは気象だけではありません。 

エジプト、リビヤ等々産油国の政変、オーストラリアの大洪水、ロシアの大旱魃、原油や穀物

の高騰、それによるインフレの恐怖、クライストチャーチの大地震そして、我が国の大雪害、

さらに政治の不安定、また先日の東北・関東巨大大地震巨大津波と被害が甚大です。被災地復興、日

本経済の立て直しまでには、数年かかると思われます。なにもかもがグローバル化したような今日、

人生谷あり、山あり暑さ寒さも彼岸まで、彼岸も終わり、春たけなわの季節となりました。厳しい世

の中が予想されます。被災地の皆様と共に我慢我慢で、プラス思考で頑張って行きましょう。 

 

  まとまりのない卓話でしたが、ご静聴ありがとうございました。 



大型システムプランを終えて 

 

鈴木 豊成 

 

昨年私が過去40年余りで受注した事がない程の大型プラントを去る所よりいただきました｡丁

度私の誕生日 5月 17 日より工事が始まりました｡搬入業者、溶接業者、電気業者、機械製造者

など総勢 30 人で新築工事の為、床の養生、壁に溶接スパッツタが飛ばないようシート巻、何

しろ、部屋数が 60 もある為大変です｡システムを簡単に説明致しますと、2 階に原料室があり、

そこでホッパーに原料を投入しその後ふるい分け機を通し混合機に投入、解砕機で粉砕マグネ

ットを通しコンテナにて混合品受け入れ、その後包装機で分包し出来上がりとなります｡ 

搬入で苦労した事は、大型混合機部屋のスペースが無く、カニクレーンも入らない状態でした

ので、曳六さんにお願いし、僅か 10 センチの空間を横引きで無事据え付けしました｡ 

終えた瞬間感動ものでこんな現場やったことが無く挑戦して出来た達成感は何とも言えず 

お客様もすごいと感動しておりました｡ 

 

 

スポーツその他でも言えることですが、一人では何も出来ません。

皆で力を合わせればより大きな力となって出来ない事も可能になる

と皆で学んだようでした。今年ももっと難しいシステムに挑戦して

おり、1 カ月ほどかかる予定です｡ 


