
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1302回 （本年度 31回） 

平成 27年 2月 26日（木）  

世界理解月間 

点  鐘  小 林 正 樹 会 長 

司  会   歌崎 勅男 会場監督 

唱  和 「四つのテスト」「スキー」 

お客様紹介 

村橋 真理 様(ゲストスピーカー、ＰＦＪ理事) 

 

石塚 勝 様 

 

(地区国際奉仕副委員長 

川崎鷺沼 RC) 

 

 

 

 

会員出席報告 宮崎 玲児 出席委員 

本日の欠席者：松川会員 
 

本日のミニ情報 小 林 正 樹 会 長 

「世界理解月間」 
皆さんロータリーの友 2 月号を今一度読み直してくだ
さい。そして我々ロータリアンが世界の人々に向け今
何ができるのか？何をしたらよいのか？の研鑽を深め
ご一緒に行動していきましょう！ 
 

会長報告  小 林 正 樹 会長（ 3月 5日）  

１． 理事会報告（詳細は、次週会報にて） 
 
２．2017-18 年度 ガバナーノミニー 告知・確定宣言

が届いております。 （抜粋） 

  この度、当地区指名委員会において、ＲＩ細則に
基づき 2017-18 年度 ガバナーノミニー候補者と
して、横浜西 RC よりご推薦のありました湯川 孝
則（ゆかわ たかのり）氏（横浜西 RC）を指名致
しました。 

 

   

本年度、他の候補者のご推薦はありませんでしたの

で、告知後に別の候補者をご推薦いただく可能性は

ありません。従いまして、告知と同時に 3 月 2 日

付にて同君が国際ロータリー第 2590 地区 2017-18

年度ガバナーノミニー被指名者に確定したことを

ここに宣言いたします。 
 
幹事報告  髙 瀬 建 夫 幹事（ 3月 5日）  

１．地区からの来信 

 ①地区ローターアクト主催 世界ローターアクト週間
中の例会のご案内が届いております。 

  ローターアクターとロータリアンが個々について
より詳しく知ると共に、親睦を深め、今後の活性化
につなげる機会とすることを目的として開催との
事です。 

  各ＲＡＣの例会情報などは、資料をポスティングさ
せて頂きましたのでご確認下さい。 

 
②日韓台対抗戦の「第 16回ロータリー国際囲碁大会」
のご案内が届いております。 

  日時：2015年5月16日(土) 9：00点鐘開会式  

  会場：東京 市ヶ谷の日本棋院 2階大ホール 

  ※参加ご希望の方は、幹事までお知らせ下さい。 
 
２．他クラブ例会臨時変更 

●川崎大師 RC  

3 月 25 日(水) お花見移動例会 「惠の本」 

●川崎高津南 RC  

4 月 12 日⇒18 日(土) 移動例会献血活動  

溝口駅前ﾛｰﾀﾘｰ 点鐘 10：00 

4 月 27 日(月) 移動例会  

久本小学校花壇手入れ 点鐘 14：00 

   

３．他クラブ会報の回覧  新川崎 RC 
 

４．次週 3 月 12 日(木) は、早朝例会です。 
 

ホテル精養軒にて点鐘 7：30 

  お間違えのないようご出席ください。 
 

卓  話 村橋 真理 様 

(ＰＦＪ-ピースフィールドジャパン-理事) 

「絆プロジェクトについて」 
 
ピースフィールドジャパンは、絆プロジェクトをメイン
に活動しておりますボランティアの団体です。 

 

 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２４名 ２２名 ２名 ９５．６５％ 

前々回(2月 12日)欠席 8名 Make up 1名 ８９．４７％ 

 

 

 

 

川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 木曜日 PM12:30～（第 2 週 AM7:30～）TEL:044-711-8855（東横線 武蔵小杉駅徒歩 3 分） 
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会長・小林 正樹  幹事・高瀬 建夫  会場監督・若狭 滋則  会報委員長・都倉 八重子   
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『ロータリーに輝きを』 ＬＩＧＨＴ ＵＰ ＲＯＴＡＲＹ 

ＲＩ会長 ゲイリーC.K.ホァン 第２５９０地区ガバナー 大野 清一 



これは、イスラエル、
日本、パレスチナの
青少年が里山体験
を共有することで、
対話交流し共に持
続可能な社会の在
り方を考え、地域で
行動することをめ
ざし、そのための場
所を提供する。 

そういうプロジェ
クトです。これまで
に 3 地域から 42 人
が参加しておりま
す。 

去年は 8 月に行いまして、2590 地区の様々なクラブの
皆様からご支援をいただきました。おかげさまで成功
したと思っております。どうしてこのような活動を行

っているかという
と、ご承知のよう
にイスラエルがパ
レスチナを占領し
ていて、その解決
の兆しが全く見え
ないという現地の
事情があります。
イスラエルとパレ
スチナの間には検
問所があり、人々
が自由に行き来で
きません。昔は自
由に行き来してい
ましたが、仕切り
ができてから生ま
れた人たちは、壁
の向こうの人に会
ったことがありま
せん。そのために

お互いを知る機会がなく、イスラエル人にとってのパ
レスチナ人はテロリストでしたないし、パレスチナ人
にとってのイスラエル人は兵士であったり、国際法に
違反したまま人文たちの土地を切り開いていく入植者
のイメージがあり、不信感と恐怖心を抱いているとい
う状況です。持続可能な平和に実現のためには、子供
たちがまずは人と人として出会って、話をして同じ人
間だということに気付いてもらう。そういった体験が
なければこれからの和平交渉も難しいだろうという現
地のニーズに基づいて行っております。 

 現地のパートナー団体はエコピースという団体で紛
争が続く中であってもイスラエル人とパレスチナ人と
ヨルダン人が一緒になって共有する環境を守る活動を
することで、お互いの人たちを引き合わせ和平の土台
を築こうというユニークな団体です。参加する子供た
ちはこの地域での水を守る活動に参加している子供た
ちから選抜しています。 

 
＊＊＊プログラムのヴィデオ上映＊＊＊＊ 
 
この卓話の続きはクラブ事務所に保管してあります。 
必要な方は事務所までご連絡ください。 

ニコニコ報告   宮崎 玲児 親睦委員 

小林 敏伸様（川崎中 RC）2 月 12 日受付分 

お世話になります。 

石塚 勝 様 （川崎鷺沼ＲＣ） 

本日は地区国際奉仕として卓話の村橋さんに同伴させ

ていただきました。よろしくお願いいたします。 

小 林 正 樹 会長・髙 瀬 建 夫 幹事 

少し春めいてまいりました。西の方では春一番が吹いたそう

です。今日は絆プロジェクトについて村橋真理さんの卓話

です。しっかり勉強しましょう。 

市川 功一 会員 

先週の IM での交通安全に関するお話は、予想外にために

なりました。おかげで運転するときの平均速度が 5 ㎞は遅く

なりました。 

山本 剛 会員 

村橋様、本日の卓話楽しみにしておりました。どうぞよろしく

お願いいたします。石塚さま、ご同伴ありがとうございます。 

都倉 八重子 会員 

世界らん展、終わりました。最終日のデモンストレーションを

見に来て下さった、中原クラブ、鷺沼クラブの皆様に感謝申

し上げます。特に髙木さん、松川さんの視線をひしひしと感

じました。 

戸張 裕康 会員 

書き損じ葉書ですが、今シーズンも集めることになりましたの

で、よろしくお願いいたします。 

ＳＡＡ一同 

国際奉仕クラブフォーラム PFJ 村橋真理様、本日の卓話「絆

プロジェクトについて」よろしくお願いいたします。 

親睦委員会一同（宮崎 玲児 会員） 

2 月 22 日聖光学院にて行われたロータリセミナーに参

加いたしました。午後の選択制の講義では、職業奉仕の

クラスに入り、学ばせて頂きました。 

「みんなニコニコ」  

村橋様、本日はよろしくお願いします。 

若狭 滋則 会員・鈴木 次男 会員・原  秀元 会員  

小泉 正博 会員・島田 叔昌 会員・古越 孝男 会員 

黒澤  穣 会員・徳安 久是 会員・会田 公雄 会員 

髙木謙太郎 会員 
 

 

ニコニコボックス 本日 21,000円 累計 561,000円 

記念日ニコニコ 本日 0円 累計 65,000円 


