
 

 

【点 鐘】                 碓井会長 

 

【例会場】               ホテルモリノ 

 

【ソング】               鈴木憲治委員 

 ロータリーソング[それでこそロータリー] 

 

【ゲスト・ビジター紹介】          碓井会長 

川崎百合丘 RC 結城光雄様 

川崎百合丘 RC 野島敏昭様 

ゲスト 

 林 常雄様(見学者) 

 新田渉世様 ボクシング世界チャンピョン戦の案内 

 

【川崎百合丘 RC創立 35th記念式典案内】   

川崎百合丘RC創立35th記念実行委員長 結城光雄様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  川崎百合丘 RC創立 35th記念式典を 4月 16日に開催い 

たしますので、貴クラブ全員の登録をお願いします。 

 

【ボクシング世界チャンピョン戦の案内】  新田渉世様 

新田ボクシングジム会長の新田でございます。登戸 

にジムがあり、川崎から 20年ぶりに世界チャンピョ 

 ンが誕生します。TVK放映ですが、放映料がでないので 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様より広告の協賛、チケット購入ご協力のご案内に参 

りました。よろしくお願いします。 

ＷＢＡ世界フライ級タイトルマッチ 

ファン・カルロス レベコ 12R黒田雅之 

2月 27日 PM4:00  川崎市とどろきアリーナ 

 

【コミュニケーションタイム】 
 
【会長報告】               碓井会長 
１．ガバナー事務所より 

 ○2013学年度 米山奨学生 世話クラブ依頼の件 

新奨学生名：ム ゲンカイ（牟 元凱） 男性、25歳   

中国上海出身  昭和音大大学院 音楽芸術運営専攻 

○2013-14 年度 地区協議会 部門別協議会のリーダ

ー、サブリーダー委嘱 

  2013年 3月 24日（日）開催  委嘱者：鈴木憲治 

（クラブ奉仕 サブリーダー） 

○地区広報活動の案内とポスター配布の件 

  2/23～25の 3日間 JR京浜東北線の車両に掲示され

る。 

２．ロータリーの友事務所より 

  2013-14年度版 ロータリー手帳申込の件 

一部 ￥630 5月下旬出来上がり  2月25日までに 

申し込む。 

３．2013年国際ロータリー年次大会に合わせた旅行コース 

の案内（旅行会社より） 

  年次大会は6月20日㈭～26日㈬  ポルトガル・リス 

ボンにて開催 

４．新横浜ローターアクトクラブより 第二例会の案内が 

届いています。 

  2/15㈮ 20：00開会 加瀬貸し会議場 新横浜ホー 

  ル 「世界のマナーを見てみよう」 

 

 

 

 

 

 

 

第 995回 例会記録 平成 25年 2月 8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 996回例会 2月 15日（金）振替休会 (2月 13日の IMと振替)       

第 997回例会 2月 22日（金）移動例会 職場訪問 清水市 キスコフーズ   

 

 

 

［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 

 



５．神奈川 RCより 卓話の案内が届いています。 

  2/18㈪ 12：30点鐘  ホテルキャメロットジャパ 

ン５FジュビリーⅠ 

  村橋真理氏(Peace Field Japan)「イスラエルとパレ 

スチナの高校生の交流事業」 

６．川崎百合ヶ丘 RCより創立 35周年記念式典の案内が届 

いています。 

  4月 16日㈫ 16：30登録 17：30点鐘 18：45祝宴 

  ホテルモリノ７F 

 

【幹事報告】               志村幹事 

１. 川崎鷺沼 RCより例会変更 

   2/13 ㈬➔移動例会、IM参加 

   3/20 ㈬➔休会（祭日） 

   4/3 ㈬➔夜間例会に変更、点鐘：18：00、KSP 

例会場 

２. 川崎中原 RCと川崎北 RCより会報が届いています。 

 

【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 995回 22 19 3 - 86.36％ 

第 994回 22 21 1 - 95.45％ 

第 993回 22 16 6 3 86.36％ 

 

【ニコニコ委員会】            蓬田委員長 

  第 995回（件数）      合    計 

ニコニコ    18件 ￥18,000 

●お客様 

川崎百合丘 RC 結城光雄様 

｢本日は川崎百合丘ロータリークラブ 35周年の御案内 

に参りました麻生ロータリークラブの全員の出席をお 

待ちしております。｣ 

川崎百合丘 RC 野島敏昭様 

「おせわになります。」 

 

●当クラブ 

◇碓井会長【川崎百合丘 RC 結城様、野島様、見学でお 

来しの林様、㈱川崎新田プロモーションの新田様よ

うこそ。】 

◇志村幹事【同上】 ◇梶会員【寒いですね】 

◇木村会員【雪が少なくてよかったです】 

◇佐々木会員【元気です!】 

◇鈴木昭弘会員【新田様ようこそ】 

◇鈴木憲治会員【インフルエンザが大変です】 

◇長瀬会員【寒い寒い】 

◇蓬田会員【最近ニコニコもやりがいがあります】 

◇臼井会員◇梅澤会員◇尾作匀会員◇親松会員 

◇鈴木眞一会員◇鈴木豊成会員◇雪井会員 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【親睦家族委員会】         大野親睦委員長 

 日時 3月 22日 場所未定 

 米山記念奨学生のミアンさんの送別会と新会員の木村 

良三会員の歓迎会をします。 

ミアンさんは 3月 26日帰国します。 

 

【職業奉仕委員会】           親松委員長 

 2月 22日の職場訪問の行程が決まりました。 

 バス代は元会員の麻生リース高橋保夫さんより安くし 

ていただきました。 会費は\5,000-です。 

行程 

9:30 琴平神社第 3駐車場出発⇒11:20 沼津港着・漁港 

見学⇒12:00 昼食(例会)魚河岸割烹「さかなや千本一」

⇒13:00 出発⇒14:00 キスコフーズ㈱到着・工場見学

(約時間) ⇒16:00出発 ⇒17:30琴平神社駐車場着解散 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会員卓話】             木村良三会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は時間に応じていくつかの内容を用意してまいり

ましたが、時間が 5分しかありませんので、そのなかから

先日カナダでメーキャップしてきましたバーナビーロー

 

 

職場訪問先 キスコフーズ㈱ 

 



タリークラブの例会をお話させていただきます。 

カナダ西海岸の都市バンクーバーから西へ 8 キロの隣接

市、バーナビー市にありますバーナビー ロータリークラ

ブへ出席してまいりました。事務局の移転中に重なりまし

て、バナーをしまい込まれたとのことで交換することがで

きず、次回「取りにまたゲストでお越しください」という

ことになりました。メンバーは21人で、女性が18人です。 

地域の様々な経営者、飲食店オーナー、このあたりに置

き換えますと「神奈川県警本部」に位置しますロイヤルカ

ナディアンマウンティッドポリスの警察官、銀行家が職業

分類になります。 

約20年前はバンクーバーを含め人口が65万人だったの

ですが、現在 135万人。そのうち４０％がアジア人種です。

香港の中国返還や中国の政策に不安を感じた人たちが多

く移民し、最近では中国・香港以外の移民を多く受け入れ

てきました。昨年移民の急激な増加を抑制するため、カナ

ダ政府は移民受付を当面凍結することを発表しましたが、

移民の増加ともに様々な問題も増え、とくに教育を受けて

いない移民者へのサポートが必要となってきていました。 

教育といいましても、一般教養＝生活をしていく上で必要

な教育サポートが必要になり、バーナビーロータリークラ

ブはこうした「移民者への生活上必要な教養サポート」を

中心に、ロータリアンが地域の NPO法人と協働し様々な生

活上の教育を輪番制で行う活動を行っていました。 

たとえばマクドナルドのゴールデンアーチ（黄色い Mマー

ク）をみれば、それが「ハンバーガーを売る店だ」という

私たちにとって「当たり前のこと」がわからない移民者が

いるため、こうしたマークをビジュアル化して「マクドナ

ルド＝ハンバーガーショップ」と位置づけ、さらには商品

の購入方法やどのくらいの価格帯でそれが仕事で得られ

る賃金との比率など、ごくごく当たり前のことを教えてい

くことを社会奉仕活動として行っています。 

日本も人口が減少し、移民を受け入れなければ成り立たな

い時代がやってくると思いますが一説によると人口 8000

万人が国や産業が維持できる損益分岐点とも言われてい

ます。 

こうした活動は 20 分くらいの卓話だけではすべて理解

できないですが、とても考えさせられる内容と思いました。 

クラブの雰囲気はとてもカジュアルで、中でも日本の「ニ

コニコ」に当たる部分を「Happy Dollar」と呼び、ニコニ

コ委員が大きな優勝カップのような金属のボールを持ち

あるきながら、会員の横に立ち、それぞれの会員がその募

金のコメントを言いながら「1ドル」ずつ入れていました。 

内容も「孫が誕生しました」「日々健康に感謝」「日本からのゲ

ストを歓迎します」でした。 

本来最初の卓話は、自己紹介を兼ねてとのことでしたがこ

の短時間では話ができませんでしたが、ご承知の通り入会は

私自身から当クラブへご連絡をいたしまして、押しかけ入会を

させていただきました。祖父・父もロータリアンだったので子供

のころから活動やイベントに参加させていただいたり、ロータリ

ーにはお世話になりました。 

そして私自身、ロータリアンとして社会奉仕する時期になりまし

て、このように皆様に受け入れていただきましたことに大変感

謝しております。 

入会してからの短時間に印象に残ったこととして志村会員

から「はい」という返事の意味を教えていただきました。これは

拝啓の「拝」に由来することで、英語でも「ハーイ」と軽い言い

方にはなりますが、同じ発音でもあり人とのコミュニケーション

上大切なものだと改めて教わった気がいたしました。 

社会奉仕を通じ皆様から教わることも増えてまいりますが、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

【四つのテスト】                 大野 会員 

【点鐘】                  碓井 会長 

【会報委員会】           文責 長瀬敏之 

 

 

メークアップを楽しみましょう 
どの会合に出席するのですか 

「ロータリーは、例会に出席することが大切です。必ず出席するよう

に」と、先輩会員から聞かれて悩んでいらっしゃる新会員も多いと思

います。仕事の都合で出席できないときは、どうすればいいのです

か？ そんなときは、メークアップをすればいいのです。  メークアッ

プ“Make-up”、英和辞典を引くと、多くの意味が並んでいます。「化粧

をする」「決算、精算する」「取り戻す」など。そして、あるかたちのもの

をほてん補填したり、帳尻を合わせたり、といったニュアンスの言葉

であることに、気づくでしょう。 

 ロータリアンの三大義務は、ご存じのように、「例会の出席」「会費

の納入」「ロータリー雑誌の購読」です。前述のように、どうしても仕事

の都合などで例会に出席できない場合、それを補うために、他クラブ

の例会などに出席するのが「メークアップ」。日本語で言えば、「出席

補填」ということになります。  他クラブの例会など？ 「など」というこ

とは、メークアップは、ロータリークラブの例会以外であっても、できる

のですか？  はい、できます。新会員の皆さまにとって身近なところ

では、地区大会への出席が、挙げられるでしょう。そのほかにも、標

準ロータリー・クラブ定款第 9 条によれば「（2）ローターアクト・クラブ、

インターアクト・クラブ、ロータリー地域社会共同隊、ロータリー親睦活

動、仮ローターアクト・クラブ、仮インターアクト・クラブ、仮ロータリー

地域社会共同隊、仮ロータリー親睦活動、の例会に出席すること、ま

たは、（3）ＲＩ国際大会、規定審議会、国際協議会、ＲＩ元並びに現役

員のためのロータリー研究会、ＲＩ元、現ならびに次期役員のための

ロータリー研究会または、ＲＩ理事会またはＲＩ理事会を代行するＲＩ会

長の承認を得て招集された他の会合、ロータリー合同ゾーン大会、Ｒ

Ｉの委員会会合、ロータリー地区大会、ロータリー地区協議会、ＲＩ理

事会の指示の下に開催された地区会合、地区ガバナーの指示の下

に開催された地区委員会、または正式に公表されたロータリー・クラ

ブの都市連合会に出席すること」(『手続要覧2007年』P245)と、ありま

す。 

 どの会合でメークアップすればいいかはおわかりいただけたと思い

ますが、では、いつメークアップをすればいいのでしょうか? 先掲の

標準ロータリー・クラブ定款第 9条には、「（本クラブ）の例会の定例の

時の前 14 日または後 14 日以内に」とあります。厳密には、2 週間前

の例会から、2 週間後の例会までが、メークアップの期間です。従っ

て、出席できないことがあらかじめわかっている場合には、前もってメ

ークアップを済ませておく、ということもできます。 


