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川 崎 マリ ーン  ロ ータ リ  ーク ラ  ブ
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例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)
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事務局 〒210-0004 川崎市川崎区大島1-26-13-1F
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20１９～２０年度 ＲＩテーマ

副会長

山﨑美津夫

幹事

河口武生

会長 

福嶋安行
2019-2020年度 RI会長

マーク・ダニエル・マローニー

★司会　望月幹仁 SAA
点鐘　福嶋安行 会長★
ロータリーソング「それでこそロータリー」★

　ソングリーダー　瀧口幹子 会員

〇川崎南ＲＣ

1.  例会変更のお知らせ
2.  7/23（火）、ケント君の留学に伴う激励会を開催致
  します。時間18：30～　シーハーズにて
3. 7/23（火）、会長幹事が開催されます。
　 時間18：00～浜寿司にて
　 福嶋会長・河口幹事が出席します。
4. 昨日、富津シティロータリークラブに表敬訪問に
 福 嶋会長、河口
 幹事、山﨑クラブ
 運 営委員長で参
 加 して参りました。

5. キャラバン隊の同行についての例会日の木曜日に
　 に限り出席扱いとする（他の曜日はメーク扱い）
6. 本日の回覧・配布物
 :夜間例会例会【8/1(木)】
  ：ﾛｰﾀﾘｰ国際大会ホノルル【2020/6/4～9】
 ：地区補助金プロジェクト贈呈式【7/27（土）】
 ：ケント君留学激励会【7/23（火）】

〇川崎ＲＣ
　　8/15（木）休会（祝日週）　 
　　8/29（木）休会（定款第8条第1節により）
　

◎7月25日（木） ｢会員卓話」 増田(洋)会員・麦島会員

◎8月  1日（木）「夜間例会」

　　　　　　　　　　　サンピアンかわさき　点鐘　18：30

◎8月　8日（木）｢新会員卓話」南会員・松下会員

　　　　　　

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

今 後 の 予 定
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　出　席　報　告 中條藝立 出席委員長
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ゲ  ス  ト  紹  介

ビ ジ タ ー 紹  介

福嶋安行　会長 

齋藤保則 親睦活動委員 

河口武生　幹事幹　事　報　告

　島田精二　瀧口幹子

○ありません

○花田 徹野 様（川崎南ＲＣ）

会　長　報　告 福嶋安行　会長

　　

【出席100％ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ】
　・小枝会員・増田会員
　・三野会員・宮本会員

【出席100％ﾒｰｸ含む】
　・秦会員　  ・林会員
　・河口会員・松中会員
　・西尾会員・野口会員
　・齋藤会員・島田会員
　・鈴木会員・轟 会員
　・安本会員・山﨑会員

【クラブ平均出席率】
　ホームクラブ　 78.2％
　メークを含む　 84.0％

■ 小山宏明　地区大会実行委員長
  　　キャラバン隊へのご協力のお願い
  　　地区大会　2019.10.25（金）1日目
  　　・講演会
　　　講師　国際基督教大学学長　日比谷潤子氏
  　　・ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
　  　地区大会　2019.10.26（土）2日目
  　　・講演会
　　　講師　鶴岡八幡宮宮司　吉田茂穂氏
■小峰則明　前年度出席委員長

1.  被災地支援チャリティゴルフ大会ご案内
　   9月17日（火）　場所：湘南カントリーゴルフクラブ
2.  第37回７クラブ親睦ゴルフ大会のご案内
　  10月14日（月）　場所：立野クラシックゴルフ倶楽部
　  各クラブから10名程度でご出席お願い致します。
3.  本日クラブ基盤管理委員会１　15：00～ソシア21にて
 　 開催いたします。
　  福嶋会長・河口幹事・山﨑クラブ運営委員長で参加
 　 して参ります。



ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 山﨑美津夫 副会長

★地区大会救急委員会の打ち合わせ兼、メイクに来ました。
　 宜しくお願いします。 (川崎南RC　花田徹野 様)
　
◆ 野口会員
  おかげ様でキャラバン隊があと２個までとなりました。
◆小山会員
　 地区大会キャラバン隊の皆様、毎日ご苦労様です。
 一丸となって頑張りましょう。
◆秦会員
 暑くてじめじめして気分が悪い日が続きます。
 例会には遅れないよう早めに家を出ているこの頃です。
◆伊藤(秀)会員
 三野さん、茶谷さん、本日の卓話宜しくお願いします。
◆小枝会員
  三野さん、拡大増強大変ですが頑張りましょう。
 三野委員の活躍を楽しみにしています。
◆山本会員
 本日は中條さんと共に川崎ＲＣにキャラバンに行って参ります。
◆増田(洋)会員
 7月13日開催の研修会が無事に終了しました。
 社長講話もそれなりでした。
◆福嶋会員
 三野会員、茶谷会員の卓話楽しみにしております。
◆河口会員
  三野さん、茶谷さん本日の卓話楽しみです。
 宜しくお願い致します。
◆山﨑会員
 本日は妻の誕生日です。お花有難うございます。
 昨日、富津シティＲＣに福嶋会長、河口幹事と行って参りまし た。
 本年度も宜しくお願いしますとのことでした。

本 日 の 卓 話

演題　『会員卓話』　

　　
 

本日のニコニコ       13,500円

　　　累計金額     144,500円

　　

クラブ会報担当：小峰則明委員長

茶谷龍太会員

　　
 

三野公一会員

　　
 

2018-19 年度の寄付金は約 14 億 1,150 万円でした。前年度と比ベて
1.6％減（普通寄付金:0.6％増、特別寄付金:2.5％減）
約 2,220 万円の減少となりました。当財団設立 50 周年を迎え多くの
ご寄付をいただいた前年度から大きく減少することなく、予算額
 13 億 5 千万円を無事達成することができました。ご寄付をいただき
ましたロータリアン皆様のご尽力に厚く御礼申し上げます。2019-20 
年度も引き続きご協力賜りますようよろしくお願いいたします。
個人平均寄付額 TOP３ 　全国平均：15,828 円
　　１ 第 2590 地区: 28,210 円
　　２ 第 2770 地区: 25,553 円 
　　３ 第 2660 地区: 24,898 円

前年度比伸び率 TOP３
　　１ 第 2700 地区: 125.8% 
　　２ 第 2510 地区: 124.5% 
　　３ 第 2520 地区: 118.6% 

◆ハイライトよねやま Vol.232◆

スリランカ学友会が総会を開催

『⽶⼭梅吉ものがたり』が刊⾏されました

2019-20 年度地区⽶⼭奨学委員長セミナー

2018-19年度寄付⾦結果 ―予算達成14 億円超―

爆破事件により延期されていたスリランカ米山学友会の総会が6月4日
に開催され、8 人が参加しました。創立時から会長を務め、昨年 8月
に急逝したラクナース・ガマゲさん（1993-95／宇部西ＲＣ）のために黙
祷を捧げたあと、予算や年次報告書の承認、新役員の選任が行われ
ました。新会長はサマラシンハ,ニシャンタ･ロハンさん（2002-05／飯塚
ＲＣ）、副会長はジャヤコディ，ニーラカンティ・サマンサさん
（1987-88／神戸ハーバーＲＣ）と、バナゲ・テェンナ・ゲダラ・サマンタ・
クマラさん（2013-15／会津若松西ＲＣ）ほか幹事・会計など 8 人の役
員が決定しました。同学友会では今後、ラクナース前会長の一周忌に
合わせて無料医療キャンプを実施したいと計画を練っています。 

生誕 150 年/米山梅吉記念館創立 50 周年記念事業の一つとして、
今月、『〈日本のロータリークラブ創設者〉米山梅吉ものがたり ～奉仕
の心で社会を拓く～』（銀の鈴社）が刊行されました。この本は「ジュニ
ア・ノンフィクション シリーズ」の新刊で、“子ども（小学校高学年）から
大人まで、みんなで読める伝記”となっています。しかし、内容はまさ
に本格派。著者の柴崎由紀氏が数年にわたり緻密な
取材を重ね、豊富な写真や解説とともに、人間・米山
梅吉の足跡を浮き彫りにしています。もちろん、ロータ
リーにおける功績やこれまであまり知られることのなか
ったエピソードも充実。第 16 章「没後 未来へと引き
継がれる精神」では、日本最大規模の民間国際奨学
事業として、当会についても紹介されています。
ご購入希望の方は、銀の鈴社オンラインストア
http://ginsuzu.shop-pro.jp まで。または、Amazon や
お近くの書店でもご注文いただけます。
価格：1,800 円（税別） 

2019-20 年度地区米山奨学委員長対象の第 2回セミナーが 6月20日
都内で開催されました。『米山奨学事業 理解促進のために』と題した
今回のセミナーでは、齋藤直美理事長の挨拶、水野功常務理事/選
考･学務担当理事からの「委員長へ期待すること」に続いて、埼玉大学
人文社会科学研究科教授・国際本部留学生アドバイザーの中本進一
先生から「来日する留学生の新しい傾向」の講話と、第 2550 地区米
山記念奨学委員長の長正英氏から、同地区での工夫事例を発表い
ただきました。「大学の視点から見た留学生情報が有益だった」「具体
的事例が参考になった」と、いずれも好評でした。午後は、「奨学生の
育成と危機管理」「学友会運営」「寄付増進」「指定校選定と奨学生選
考」の 4 つのテーマに分かれて、グループディスカッションが行われま
した。各地区の課題や事例を共有しながら熱心な議論が続き、全体会
議に戻ってからの質疑応答も活発でした。参加者アンケートでは、「今
回も大変勉強になった」「とても有意義なセミナーだった」との声が多か
った一方、「個々の内容をもう少し深く聞きたかった」「グループディス
カッションの時間をもっと長く取ってほしい」などの要望もいただきまし
た。次回以降のセミナーに生かしてまいります。


