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前回修正

★司会　河口武生 SAA
点鐘　河口武生 会長★
ロータリーソング★

「手に手つないで」「笑顔の集い」

ソングリーダー  御幡幸男 会員

伊藤秀司

野口四郎

茶谷龍太・森野知良

　出席報告

会長報告 河口武生　会長 
　

ビジター紹介　　　　

                                           　　出席副委員長

                                     親睦活動委員

ありません

【スピーカー紹介】

・佐川麻里子様    NPO法人多摩川干潟ネットワーク　理事長

          だいし水辺の楽校　事務局

　　　　 特技　スクーバダイビング　1500潜水以上

　　　　 渓流釣り・山歩き・干潟のフィールドワーク

　　　　 公益財団法人日本自然保護協会　自然観察指導員

・佐川 英男 様   NPO法人多摩川干潟ネットワーク

　　　　 フィールド指導担当

　　　　 スクーバダイビング2000潜水以上

　　　　 渓流釣り・山歩き・アウトドアスポーツ

　　　　 ダイビング機材メンテナンス業リペックス代表

・寺尾 祐一 様    NPO法人多摩川干潟ネットワーク

河口武生　会長 ゲスト紹介

1.熊本地震義援金に対するご協力依頼
　一人1,000円　
2.4/16（土）米山奨学生とｶｳﾝｾﾗｰのｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
 三野ｶｳﾝｾﾗｰに出席いただきました。
3.5/15(日)米山梅吉記念館訪問の件　
 陳成姫（ジンソンヒ）さん出席します。
4.事務局引っ越しに伴い御礼
①山本会員より、鏡を寄贈していただきました。
②望月会員より、川崎ﾏﾘｰﾝRC看板ｽﾃｯｶｰを寄贈
 していただきました。

今後の予定

◎ 4月28日(木)  「長期計画委員会卓話」
  安本好勝 長期計画委員長

◎ 5月 5日(木)　 休会 祝日（こどもの日）

◎ 5月12日(木)　 「会員卓話」

川崎マリーンロータリークラブ
国際ロータリー第2590地区 創立1993.2.19

例　会 毎週木曜日12:30

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)

 　　　 　 TEL.044-222-4416  

事務局 〒210-0004 川崎市川崎区宮本町2-27-402

　　　 　　  TEL.044-200-9249 FAX.044-200-9252
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富津シティＲＣ

●川崎南ＲＣ
 5/31（火）　夜間例会　点鐘　18：30
  横浜ﾍﾞｲｼｬﾗﾄﾝﾎﾃﾙ
 6/28（火）　休会（理事会の裁量により）
●川崎幸ＲＣ
 4/22（金）　「バズセッション」の為、
  ﾒｰｸｱｯﾌﾟﾃﾞｽｸへ変更
●川崎大師ＲＣ
 5/4（水）　 休会（祝日　みどりの日）
●川崎中央ＲＣ
 5/2（月）　 休会（定款細則により）
 6/6（月）→5(日)～6(月)一泊移動例会
  天津小湊温泉

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

　

伊藤恒満　幹事幹事報告
1.例会変更のお知らせ
2.4/15（金）会長幹事会の報告
　 次回6/20（月）新旧会会長幹事会
3.4/16（土）盲導犬育成の為の募金活動の報告
 参加者参加者（19名）
 ・盲導犬ｵｰﾅｰ様、付き添い(松島様)、
 盲導犬（オマリ）
 ・川崎マリーンＲＣ
 河口会長、安本副会長、秦、福嶋、森野、鈴木
 小山、山崎、中條、内田、茶谷 　※敬称略
　 御幡令夫人、御幡夫人のご友人、秦令夫人、
 内田令夫人、河口令夫人、エリアス君
 合計募金金額　　60.500円日本盲導犬協会へ寄付
 致しました。皆様のご協力有難うございました。

委員会報告

　　

　　

ありません
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



◆ 鈴木会員
 佐川理事長並びに水辺の楽校の皆様、本日のお話
 楽しみにしています。
 熊本の件もありますので勉強させてもらいます。
◆ 山本会員
 　佐川様、本日はお話楽しみにしております。
◆ 増田会員
 多摩川干潟ﾈｯﾄﾜｰｸの皆様、本日の卓話楽しみに
 しています。
 災害の多い今アウトドアスキル必要ですね。
◆ 福嶋会員
 　びわ湖に２日間妻と一緒に行ってきました。
 少々疲れました。
◆ 河口会員
 　多摩川干潟ﾈｯﾄﾜｰｸ、佐川理事長、佐川英男様、
 寺尾祐一様、本日はお忙しい中ようこそいらっしゃ
 いました。 卓話楽しみです。宜しくお願い致します。
◆ 安本会員
 　先日の盲導犬募金活動に参加の皆さん、ご苦労さ
 まです。日本の盲導犬はドイツからの４頭のｼﾞｬｰﾏﾝ
 ｼｪﾊﾟｰﾄﾞの輸入から始まったそうです。
 エリアス君も感心していました。

◆ 御幡会員
 NPO法人多摩川干潟ﾈｯﾄﾜｰｸの佐川理事長、
 佐川英男様、寺尾祐一様宜しくお願いします。
　 追伸： 野口さんとお遍路巡礼に行って来ました。
 半分の44ケ所回れました。合掌
◆ 野口会員
　 佐川理事長はじめ、NPO法人多摩川干潟ﾈｯﾄﾜｰｸ
 の役員の皆様、いつも地域の子供達が大変お世
 話になり有難うございます。
◆ 小枝会員
　 九州の地震大変です。これから自分が出来る事で
 支援していきたいと思います。
◆ 秦会員
　  御幡さん、今日の卓話にお遍路の話が出てく るか
 な。楽しみにしています。
◆松中会員
 佐川理事長、佐川英男様、寺尾様、卓話の程宜し
  くお願いします。 何かと忙しい日が続きます。
◆ 森野会員
　 水辺の楽校の先生方ようこそマリーンロータリーへ。
 小生も久しぶりにマリーンへ。
◆ 伊藤秀司会員
 寺尾さん、佐川さん、本日の卓話宜しくお願い致し
 ます。

　ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 安本好勝　副会長

東日本大震災義援金　16,000　円

　　　累計金額 　　130,000　円

本日のニコニコ　　　16,000　円

　　　累計金額  　 760,000  円

クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

寺尾 祐一 様

佐川麻理子 様

佐川 英男 様

本日の卓話

　

『アウトドアのスキルが命を救う』
本日は水辺の楽校の皆さんに「アウトドアのスキルが命を救う」と題してお話しいた
だきました。よく皆さんアウトドアと言うと「バーベキューをしているのですか」と言わ
れますが山とか海とか自然のフィールドで活動する事なのです。
山で必要な物は、災害の時に大変役立ちます。今日はいつも山で使っている物を
お持ちしましたので、皆さんにご紹介したいと思います。
まずは、水これは絶対必要。そして米・即席麺これらの食材。トイレットペーパー・
新聞紙・ビニール袋です。それからコッフェルとガスストーブそして寝袋です。
これらの物を一まとめにしておきます。いつでも持ち出せるようにしておく事が大切
です。災害時になかなか救援物資が届かず、待っている状態が長く続きます。やっ
と手に入れても冷たい物ばかりという事になります。でもこれが有れば暖かい物を口
に入れられますし、自分が手に入れた物を他の人にまわしてあげる事が出来ます。
ストーブはガスの物は使い易く安全です。灯油やガソリンの物も有ります。灯油やガ
ソリンの物は燃料の補充がきくので良いのですが、安全面で注意が必要になります。
特にガソリンの場合は注意して取り扱う必要があります。皆さんにご紹介したい物で
「不思議な米袋」という物があります。この中にお米を入れて煮るだけで御飯が炊け
ます。お米と一緒の鍋でレトルトのカレーを温めれば、簡単にカレーライスが出来上
がります。山ではゴミの処理が大事です。いかにゴミを出さないか工夫が必要です。
カップ麺はかさばり持ち運びも大変な上、ゴミが増えます。即席麺などの乾麺を用
意して下さい。調理の後はトイレットペーパーでふき取ります。使った紙は芯の中に
入れればゴミを出さずに済みます。新聞紙ですが、これは防寒に使います。丸めて
服の中に入れます。これだけでも温かくなりますが、さらにアルミシートを外側から
巻きつければ、かなり温かくなります。コンパクトなので携帯しておくと便利です。
今日は時間の関係で出来ませんでしたが、ロープワークも覚えていると便利です。
また機会が有ればお話したいと思います。今、震災で九州は大変な事になってい
ます。災害はいつ来るか分かりません。
私達も日頃から災害に備えておかなければいけないと思いました。
佐川様、本日は大変貴重なお話しをありがとうございました。


