
 

 

【点 鐘】                 碓井会長 

 

【例会場】               ホテルモリノ 

 

【ソング】              森茂則 SAA委員 

  国歌「君が代」 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

【ゲスト・ビジター紹介】          碓井会長 

 ビジター  

  川崎百合丘 RC   野島敏昭 様 

 ゲスト 

  本日入会者     青戸慶太 様 

  米山記念奨学生   牟 元凱 君 

【入会式】                       碓井会長 

 入会者    青戸慶太 様 

紹介者                蓬田忠増強委員長 

  本日入会された青戸慶太様の経歴を紹介します。 

 昭和 39 年生まれで地元の東柿生小、柿生中、県立柿生

高校卒、国士舘大学卒業後、川崎市多摩農業協同組合(現

JAセレサ川崎)入職、平成 16年 12月青戸社会保険労務

士事務所開業し現在に至る。現在神奈川県社会保険労務

士会川崎支部支部長(二期目)として活躍されています。 

新会員 青戸慶太会員 

 柿生生まれで登戸に住んでいます。皆様方からロータリ

ーを学び活動していきたいと思いますのでよろしくお

願いします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会員誕生日】          大野親睦家族委員長 

 ○森 茂則会員(5.9) 

  「55歳になりました 結婚後 32年、 子供も 30歳、

もうすぐ、ジィになります」  

 ○山下俊也会員(5.17)  

  ○鈴木豊成会員(5.17) 

          「まだ、64歳です、妻と同じ月の 

誕生日なので、一緒に祝います。        

また、体に気をつけてがんばり

り ます」 

【会員夫人誕生日】 

 鈴木陽子様(5.20)( 鈴木豊成夫人) 

  蓬田文香様(5.27)(蓬田 忠夫人) 

 ○蓬田忠会員「女房に代わって、孫 5歳と 2歳です 毎 

日アルコールをいただき長生きしたいです」 

 

 ○大野親睦家族委員長「5/17 は山下会員と鈴木豊成会

員は例会当日の誕生日ですので、夜、誕生日会をい

たします」  

 

 

 

 

 

 

 

 

【米山記念奨学金の譲与】         碓井会長 

米山記念奨学生 牟 元凱（Mon Yuankai）君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1006回 例会記録 平成 25年 5月 10日（金） S.A.A 委員長 山下 俊也 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

第 1007回例会 5月 17日（金）会員卓話 (当日誕生日の鈴木豊成会員・山下俊也会員) 

第 1008回例会 5月 24日（金）クラブフォーラム 次年度に向けて 次年度５大奉仕委員会 

第 1009回例会 5月 31日（金）夜会 18:00点鐘 旭鮨別館 新入会員及び新奨学生歓迎会 

 
［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 

［例会日］第 5金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300or移動例会 

 

 

 

 

 

 



 

【役員理事会報告】             碓井会長 

1,次年度予算案の件を承認 

2, 5月31日の例会変更の件 夜間移動例会（新人歓迎会） 

会場変更を承認 

3, 6月16日～17日の一泊移動例会の件 名称：親睦一泊研

修会を承認 

4, 6月 28日最終例会会場変更の件 会場：ホテルモリノ

を承認 

5,その他 ○新会員入会の件 青戸慶太氏 

○名札の件 来週より新名札に代わる 

 

【会長報告】             碓井会長 

１．ガバナー事務所より 

  ガバナーノミニー被指名者 確定宣言が届きました。 

  横浜ＲＣ会員の箕田敏彦（ミノダトシヒコ）氏 に確 

定。 

２．川崎青年会議所より 

  パネルディスカッションの案内が届いています。 

   5月16日㈭ 18：00～登録受付   

場所：川崎商工会議所 フロンティアビル 

   内容：「こんな時どうする！会社を襲うトラブル＆ 

クレーム！」  無料 

   ※パンフレット数枚あります。 

３．ＮＰＯ法人 気象環境教育センターより 

  異常気象をテーマとした卓話を検討して頂けないか 

との要請が届いています。 

   テーマとして「ちょっと変だぞ最近の異常天候」 

など 

４．6月12日に会長幹事会が行われ、他のクラブも増強に

力を入れているようです。また、３クラブが献血運

動を毎年しているとのことでした。 

 

【幹事報告】              志村幹事 

１. 例会変更のお知らせ 

 ●川崎中央ＲＣ 

  5/27㈪➔5/26㈰～27㈪ 一泊移動例会に変更  

       場所：ホテルグリーンプラザ軽井沢 

 ●川崎高津南ＲＣ 

  5/20㈪➔5/22㈬～23㈭ 移動例会に変更（福島方面） 

  6/3㈪➔6/2㈰ 移動例会変更 多摩川河川敷美化運

動参加 

２．川崎百合ヶ丘ＲＣよりｆａｘ番号変更のお知らせ 

   6月 1日より 

   現在 044-955-6008 ➔ 変更 044-966-1391 

３．梶会員が 5月 8日に横浜山手ＲＣの例会にて、納豆に

ついての卓話をされました。 

 会員の皆さんに納豆を差し上げて喜ばれたとのことで 

す。 

【出席委員会】                梶委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 1006回 23 19 4 -    82.6％ 

第 1005回 23 21 2 - 91.3％ 

第 1004回 23 16 7 7 100％ 

【ニコニコ委員会】            蓬田委員長 

  第 1006回（件数）      合    計 

ニコニコ    17件 ￥17,000- 

 

お客様 

  ◇川崎百合丘 RC  野島敏昭様【お世話になります】 

 

  ●当クラブ 

◇碓井会長【川崎百合丘 RC  野島敏昭様ようこそ。新

会員 青戸様 入会おめでとうございます。奨学生 ム

ゲンカイさんよくいらしゃいました。】 

◇志村幹事【同上】 

◇臼井会員【毎日出かけています。自分の仕事できま

せん】 

◇梶会員【青戸さんよろしくネ】 

◇長瀬会員【青戸さん入会おめでとうございます】 

◇雪井会員【札幌へ行ってきました。雪が降っていま

した!!】 

◇蓬田会員【青戸さん快く入会されありがとうござい

ます】 

◇梅澤会員◇親松会員◇木村会員◇佐々木会員 

◇鈴木昭弘会員◇鈴木眞一会員◇鈴木豊成会員 

◇林会員◇森会員 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【ロータリー財団】           鈴木豊茂委員長 

  第 1006回（件数）     合    計 

R ・財団    2件    ￥19,600- 

◇鈴木憲治会員◇鈴木豊成会員 

 

【米山記念奨学】            鈴木憲治委員長 

  第 1006回（件数）     合    計 

米山奨学    3件    ￥40,000- 

  ◇鈴木憲治会員【今年度も 2ヶ月となりました米山記念

奨学会へ協力をお願いします】 

◇梅澤会員【息子の就職が内定しました】 
◇鈴木豊成会員 

 

【プログラム委員会】          尾作弘委員長 

5月、6月のプログラム 
5月 17日 会員卓話 当日誕生日の会員 山下会員と 

鈴木豊成会員 
5月 24日 クラブフォーラム 
5月 31日 夜会(移動例会) 18:00点鐘 旭鮨別館 
     例会終了後新入会員歓迎会 会費\6,000- 
6月 7日  理事役員会(新旧) 会長の日 
6月 14日 ブルーベリー狩り中止 通常例会(モリノ) 
     会員卓話 林会員 
6月 21日→16日～17日の会長幹事ご苦労様会へ振替 
6月 28日 最終例会(モリノ) 
 

【親睦家族委員会】       大野親睦家族委員長 

5月31日例会終了後、林会員、青戸会員と米山記念奨学生 

 牟 元凱（Mon Yuankai）君の歓迎会をします。 



【雑誌広報委員会】         鈴木憲治委員長 
ロータリーの友 RI指定記事 P1 
RI会長メッセージ 平和はロータリーの実現可能な目標 
田中 RI会長は「私たちは毎日『平和』という言葉を耳に
します。私たちのほとんどが、平和とは何なのかについて
考えることはあまりありません」として、平和についての
定義を紹介していますが、「『平和』を、どのように定義す
るにしても、私たちにとって平和が何であったにしても、
私たちは奉仕を通じて、平和をもっと現実に近づけること
ができます」と述べています。 
 
特集 ポリオ P5-17 
ロータリーが(あと少し)として追い詰めているポリオに
ついての特集記事 運命 インドで撲滅に取り組む 
写真と記事の Allison Kwesellさんは国際基督大学で学ぶ
ロータリー平和フェローです。彼女は来日直前にインドで、
初めて全国接種日(NID)に参加していた日本のロータリア
ンたちに会いました。来日後、彼女はロータリー平和フェ
ローとしての勉強を続ける傍ら、全国のロータリアンとの
交流の中から日本のロータリアンの活動も追い続けてい
ます。また、東日本大震災の後は、被災地を何度もほうも
んして、被災者の写真を撮り続けています。その彼女が、
今年も日本のロータリアンとともに、インドの NIDに参加
した記録です。彼女はこれらを「運命」だと話しています。 
 
「苦楽吉祥」の人 向笠廣次元 RI会長について語る
P18-21 
1982-83年度 RI会長であった向笠廣次会員の事を直接知
る方が少なくなりつつ中での中津 RCで一緒だった川嶌会
員の回顧録です。 
 
心は共に 東日本大震災 ロータリー多岐にわたる活動
P22-23 
震災復興へのさまざまなロータリアンの活動事例を紹介し
ています。 
福島キッズ inさっぽろ雪まつり (郡山西 RC) 

白菜がつないだ復興への絆       (花巻南 RC) 

被災地から届いたサンマ 6,000匹 (宇都宮 RC) 

 

視点 ガバナーのページ P24-27 
今年度のガバナー各氏によるロータリアンへの語りかけ
です 他地区のガバナー声を耳に ロータリーについて
の思いをめぐらせてみませんか。 
 
Rotary Moment 心に残るロータリーの体験 9  P29 
今年度新設された投稿欄です。「ロータリアンになって良
かった」と思った瞬間、その瞬間は人それぞれだと思いま
すが、ロータリー活動の中で何か、心に残る出来事を紹介
する欄です。ふるって投稿されては!! 
 
よねやまだより P30-31 
ありがとうロータリアン! ⑮  
スリランカの若者をニッポンへ  

米山学友 スチッタ・グナセカラ 
日本語の習得に苦労し夢をあきらめて帰国する友人たち
を見送りながら、スリランカに日本語学校を作ろうと決意
し、自ら貯めたお金を元手に開校し、愛する別府の名を冠
した「別府日本語学校」この学校では日本語の習得だけで
なく、留学後すぐに生活ができるよう箸の使い方や風呂の
入り方など日本の文化を教えています。 
カウンセラーの言葉「スチッタと出会えたことに我々も

感謝しています」(感謝されるより感謝する これが P29に繋が

るのではと思います) 
 

百聞は一見に如かず  P32-33 
第 34回バギオ訪問交流の旅を終えて 

比国育英会バギオ基金は、フィリピンにおける日系および
一般の青少年のために、育英資金を提供しその勉学を援助、
日本への留学を支援するとともに、日比両国の親善友好を
増進することを目的とし活動している報告。 
 
未来を築くロータリー財団  P34 
「鎮守の森」3年間の成果 
 ロータリー財団未来の夢の試験地区からの報告 
 
はじめる一歩  P35 
新会員の方に向けてのコーナーで、新年度に続いて連載で
す。今回は「あなたはなぜロータリアン?」 
 皆様の「ロータリー・モメント」はどのようなものでし
ょうかと問いかけています。 
 
ロータリー入門  GLOBALOUTLOOK  P37     
今回は「奉仕を通じて平和を」築くロータリアンのための
ガイドと題し、国際平和カーネギー基金の会長による考察
と、今後のロータリー平和フェローを見つけるためのアド
バイスのほか平和構築プロジェクトの実施を目的とした
グローバル補助金を申請するための情報を紹介します。
「ロータリーのビジネスは、営利を目的としているもので
はありません。ロータリーのビジネスは平和です」と田中
RI会長は話します。 
P42ベルリン、ホノルル、広島での世界平和フォーラムを
通して、平和へのロータリーの責務を飛躍させよう。 
来週、広島で開催されます。 
読まれていない本と言われていますが、ロータリアンのための冊

子です。是非、講読してください。 

 

【クラブフォーラム】        蓬田増強委員長 
 今年度(昨年 7月)出発時点においては 19人（直後に 2
名退会され 17人）でした。合併したらとか、今後どうす
るかなど、いろいろとささやかれました。その危機感もあ
ってか会長・幹事・会員全員が増強委員であり一丸となっ
て頑張った結果、本日の入会者で 7名の新入会員の皆様に
気持ちよく入会していただきました。 
 露木ガバナーが大きい目標を揚げられ、当クラブは一応
目標に達成したと思いますが、次年度の会長・幹事・増強
委員長につなげる下地づくりをこれから必要ではないか
と考えます。新しく入会された皆様に感謝を申し上げ、奉
仕と親睦を大切に仲良くロータリーライフを楽しんで参
りたいと思います。また会員の皆様には多大なるご協力を
いただき深くお礼申しあげます。今年度増強に関して今日
までの感想を述べました。皆様のお力添えで増強が出来た
こと誠にありがとうございました。 
 
【四つのテスト】                木村会員 
  得意の英語で 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【点鐘】                  碓井会長 
【会報委員会】            文責 長瀬敏之 

 

THE 4-WAY TEST 

Of the things we think, say or do 

1 Is it the TRUTH? 

2 Is it FAIR to all concerned? 

3 Will it build GOODWILL and BETEER FRIENDSHIPS? 

4 Will it be BENEFICIAL to all concerned? 

  


