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平成26年5月13日
（火） 40/46回

＜点鐘＞ 
＜ソング＞ 君が代 奉仕の理想

小塚会長

＜入会式＞
入会式が行われ、小塚会
長より浅野新会員にロータリ
ーのバッジが渡されました。
浅野会員→
「皆様と一つ一つ
活動していきたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いい
たします」
。
＜お客様ご紹介＞
米山奨学生 マリア・マグダレアさん
＜祝い事＞ 
中島眞一親睦委員長
会員入会
大矢会員、玉井会員、碓井会員
配偶者誕生 白
 井会員、中島眞一会員、安藤亨会員、
井上会員の奥様、
（新盛事務局員）
＜会長報告＞
小塚会長
先に、理事会の報告です。
・新入会員の件 映画大学の寺川様と安藤登元会員奥
様が入会される事を理事会で確認いたしました。
・家族感謝会について確認いたしました。
・ラオスの件 現地に行くことができるように提案があ
りました。
以下、会長報告です。
1.	国際ロータリー日本支局より 2014〜15年度会員増強
並びに寄付の増進目標入力についての案内
次年度会長、幹事に依頼いたします。

2.	地区拡大増強・退会防止フォーラムのディスカッショ
ンの報告書
3. ロータリー青少年交換学生
①マナー講座のご案内
②2013〜14年度 受入れ学生近況報告・2014～15年
度 派遣学生オリエンテーション開催の件
③2013〜14年度 来日学生修了証書授与式並びに歓
送会開催のお知らせ
4.	2014年度 ロータリー米山奨学生「米山梅吉記念館」
訪問の案内
5.	クラブ事務局員連絡会開催のご案内 6/13
（金）
、第
2590地区第3グループガバナー補佐と各クラブ事務局
懇親会開催について 6/19
（木） 事務局新盛さんが
出席いたします。
6. 川崎しんゆり芸術祭
（アルテリッカしんゆり）
2014
プログラムについてのお礼が来ております。
7.	麻 生警察署長歓送迎会のご案内 5/29
（木）18：00～  
ホテルモリノ7F 会長が出席いたします。
8.	麻生防犯協会 平成26年度通常総会と懇親会開催に
ついて
5/27
（火） 会長が出席いたします。
9.	あさお区民まつり実行委員会役員
（常任理事）
・委員の
推薦について 次年度中島健児社会奉仕委員長に依
頼いたします。
＜幹事報告＞
中村幹事
＊文書着 川崎麻生RC 川崎高津RC
川崎マリーンRC 新川崎RC
＊会報着 新川崎RC 川崎とどろきRC
川崎中RC 川崎北RC 川崎中原RC
＊その他
・5月ロータリー為替レート 1＄=102円

第1721回

5 月27日

会員卓話

第1722回

6月3日

本年を省みて

会長エレクト・クラブ奉仕、職業奉仕委員会の各委員長

第1723回

6 月10日

本年を省みて

国際奉仕、社会奉仕、青少年奉仕委員会の各委員長

新入会員

※諸事情により、スケジュールは変更になる場合があります。

・当クラブ例会変更
5/20
（火） 家族感謝会 夜会 点鐘18:00
6 /24
（火）
〜6/25
（水） 会長幹事ご苦労様会 一泊移
動例会 蓼科
・活動計画書の原稿とロースターの修正確認等お願いい
たします。

会的に地位が高くなると友人とはなりにくいのです。私
は友人というよりも親戚という感覚で属しているロータ
リークラブに入会して良かったと思います。終の棲家
として没することを考えると、ロータリーを生活リズム
の一つとして、いい仲間と過ごしていきたいと願って
おります。

＜ニコニコ委員会＞ 
結城委員長
小塚会長→
「3週ぶりの例会です。中身の濃い楽しく充
実した会にしたいと思います。浅野新会員入会おめでと
うございます。米山奨学生マリア・マグダレアさんよう
こそ」
。中村幹事→
「ゴールデンウィークに岐阜に行き、
久しぶりにローカル線に乗ってのんびりしてきました」
。
大矢会員→
「ゴールデンウィークは牡丹の写生で終わり
ました」
。さつきを観る会→
「白井さんありがとうござい
ました」
。以下、感謝をこめてニコニコへ。阿久澤会員、
安藤亨会員、安藤志子会員、井上久会員、井上勇会員、
鴨志田会員、粕川会員、北島会員、小島会員、中島健児
会員、中島眞一会員、野島会員、親松会員、白井会員、
鈴木文夫会員、鈴木清会員、玉井会員、碓井会員、渡
邊会員、山口会員、浅野会員、鵜飼会員、結城会員。



碓井会員
私は6年目に幹事を、翌年クラブ奉仕委員長、副会
長を指名され10年目に会長を引き受けることとなりまし
た。馬鹿の一つ覚えで
「ノーと言えない、言わない、言
わせない」
のがロータリーであり、
4つのテストに照らし
て楽しい例会を行うことが目
的と言われていただけに特に
会長には念を押して引き受け
た訳です。出席も村田会長の
時に100％を実行しましたが、
100％を追いかけるのではな
く、なるべく出席率はいい方
がいいという気持ちで例会に
参加しております。

＜出席委員会＞ 



安藤志子委員長

会員

出席

欠席

第1719回

38

29

9

第1718回

38

30

8

メーク

出席率
76.32%

1

81.58%

＜ニコニコ・財団・米山委員会＞
今回
ニコニコ

累計

27件

42,227円

982件 1084,054円

財団

0件

0円

35件

426,000円

ベネファクター

0件

0円

2件

200,000円

米山

2件

20,000円

34件

485,700円

＜米山奨学委員会＞
大矢委員
安藤亨会員→
「クラブより家内へのお祝いありがとうご
ざいます。平和に過ごせます」
。白井会員→
「妻の誕生日
にお花をありがとうございました」
。

本日のプログラム
＜チャーターメンバー卓話＞ 
大矢会員
半年持てばいいと家内から言われていたロータリー
クラブとの付き合いも36年と
長くなりました。近所にお住
まいで宮内庁ご用達、帯製造
販売の伊藤六豊さんよりバナ
ーの絵として多摩寒葵を描い
て欲しいと頼まれたのがきっ
かけでした。
絵の世界ではお互いがライ
バルで仲間意識はあっても、社

玉井会員
私が1990〜91年度の会長を務めた時の地区ガバナーは
桐蔭学園の鵜飼先生でした。ガバナーの地区方針は青写
真ができていて、当クラブへは、桐光学園にインターア
クトクラブの提唱とクラブ拡大の要請でした。学校側へ
受け入れのお願いに桐光学園の小塚光治理事長をお伺
いした所、根回しの連絡もあって部活動の一環として対
応してくださると受け入れて頂きました。その後は碓井
特別代表と6名の拡大補佐の努
力により川崎麻生クラブが誕生
し、創立15周年記念事業に川
崎麻生クラブのチャーターナイ
トを挙行しました。現在桐光学
園にインターアクトクラブは地
区でも1、
2を争う奉仕活動を行
うリーダー的な存在あり、大変
嬉しく思っております。
■ 米山奨学生

マリア・マグダレアさんの自己紹介と挨拶

小塚会長からマリア・マグダレアさんに奨学金が
授与されました。
  「インドネシア、スラバヤから来ました。私は21才
で長所はまじめで負けず嫌い、短所は心配性でプレ
ッシャーに弱い所です。日本
のマンガとアニメが好きで日
本語を勉強し留学しました。
専修大学国際経済学科3年生
で、ゼミでは日本のサブカル
チャー文化の輸出について研
究しています。将来は日本と
インドネシアの経済面の向上
に貢献したいと思います」
。

