
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1355 回 （本年度 38 回） 

平成 28年 4月 28日（木）  
 

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   古越 孝男 会場監督 

斉  唱 「４つのテスト」 

会員出席報告 江口 進 親睦委員 

欠席者：髙木会員、今井会員、徳安会員 
 

お客様紹介 市 川 功 一 会 長    

本日はいらっしゃいません 

本日のミニ情報 市川 功一 会長（4月 28日） 
 
今日 4 月 28 日は、日本で初めてロータリークラブ（東
京ＲＣ）を設立した米山梅吉が、ちょうど 70 年前に亡
くなった日です。1868 年に生まれた彼は若いころアメ
リカで苦学した後、三井銀行に入り常務を経て、三井
信託銀行を創立しました。その後私財を投じて今の青
山学院初等部を設立。東京ＲＣが発足したのは 1920

年です。当クラブでは静岡県・三島にある米山記念館
で 2009 年に移動例会を行ったことがあります。 
 

会長報告 市川 功一 会長（5 月 12 日） 
 
１．先日は、熊本地震の街頭募金にご協力いただきあ

りがとうございました。 

当日（5 月 3 日）は、21 名の方にご参加いただき、
募金額は、129,996 円になりました。 

 
２．会長・幹事会の報告    
３．第 32 回ﾛｰﾀﾘｰ青少年指導者養成セミナー（ＲＹＬ

Ａ）の報告書が届いております。 回覧致します。   
４．川崎西 RC より、創立 50 周年記念誌をお送り頂き

ました。 回覧致します 

幹事報告 会田 公雄 幹事（5 月 12 日） 
 
１．地区からの来信 
①RI日本事務局より、６月の「ロータリー親睦活動
月間」のリソースが届きました。 
メール環境のある方には転送させていただきまし
たのでご覧ください。  

 ②クラブ事務局員連絡会開催のご案内 
  日時：2016年6月10日(金) 16：00～18：00 
  場所：メモワールプラザソシア21 

 
２．他クラブ例会臨時変更 
●川崎鷺沼 RC  
5月 18日(水) とうふ屋うかい鷺沼店 点鐘 12：30 
5月 25日⇒24日(火) 川崎宮前 RCと合同例会 KSP 

1階「椿」 点鐘 18：00 
6月 22日(水) 休会 
6月 29日(水) 川崎宮前 RCと合同献血奉仕活動 

10：00～宮前保健所前  
３．本日例会終了後、理事会を開催致します。 
  

クラブフォーラム（青少年奉仕）  
 
◇ 宮崎 玲児 青少年奉仕委員長  

青少年奉仕委員長をお受けした際、中原中学校の職業講

話を行うことだけを考えていましたが、岩木さんのドイ

ツ留学が決まり、また、来期地区のライラ委員として 2

月に川崎北ＲＣがホストクラブだったライラに 1 泊 2

日で参加したりと、いろいろな経験ができました。引き

続き活動を続けて参ります。2016－2017 地区研修の青

少年奉仕委員会で、オーストラリア青少年交換について、

2005 年 8 月 4 日に開かれた「全オーストラリアロータ

リー青少年交換委員長会議」 の基調演説の資料をいた

だきました。いい資料なのでご紹介したいと思います。

2660 地区の近藤眞道さんの演説です。 
 

1942 年オーストラリア空軍は、日本帝国主義によって

侵略･占領されていたラバウルの日本軍を撃つべくオー

ストラリア本土を飛び立ちます。そのラバウル日本軍基

地爆撃で対空砲火を受け失明した一人のオーストラリ

ア兵士がいました。戦後ロータリアンになった彼の脳裏

に浮かんだのは「二度とこのような悲劇が繰り返されて

はならない」という思いでありました。1958 年に日本

国・東京で開催されたロータリー国際大会に、彼は盲目

というハンディーをこえて日本にやってきます。彼の目

的は日豪の青少年交換を始める事でありました。次の時

代を担う日豪の若者を育てることにより戦争の悲劇を

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２７名 ２２名 ５名 ８８．００％ 

前々回(4月 14日)欠席 7名 Make up 2名 ９５．６５％ 

 

 
 

 

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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『世界へのプレゼントになろう』 Be a gift to the world 

ＲＩ会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン 第２５９０地区ガバナー 箕田 敏彦 



乗り越えたい、との彼の思いがそこにあったのです。

その思いに答えて日本・D270 久留米口－タジークラブ

がオーストラリアに学生を送ることを決めます。しか

し物事は簡単ではありませんでした。かつての敵国日

本より学生を受け入れることに彼のクラブでは大きな

反対があったのです。彼は反対するロータリアンをひ

とりずつ説得しました。そして、その学生を受け入れ

る同意を得る事に成功するのです。 1962 年､彼女は

オーストラリアにやってきます。 彼女の名前は 宮

崎洋子、久留米信愛女子高等学校の一年生、16 歳。そ

して、彼女を暖かく受け入れてくれたロータリークラ

ブ、それは Rosebud Rotary Club､ D9820 Victoria 

Australia であります。そしてこの交換を実現した盲目

のロータリアン､彼の名前はドナルド･ファークハー。

日豪ロータリー青少年交換学生の第一号であります。 

2005 年現在過去１５年間で、日豪間で交換された長期

交換学生は合計 1459 人､日本が交換している４９カ国、

合計 8656人の内ではアメリカの 3404人についで第２

位になっています。 
 

◇ 戸張 裕康 青少年奉仕副委員長 

 
 
 

 

 

 

 

 

熊本地震の影響で休校が続いていた熊本県内の３００

以上の公立学校のうち、一部の小学校などが２５日か

ら授業を再開した。残る多くも週内やゴールデンウイ

ーク（ＧＷ）明けの授業再開を見込むが、施設が損壊

したり教室が避難所に使われたりしている学校もあり、

全面再開の見通しは立っていない。 

 熊本市教育委員会によると、最初に震度７が観測さ

れた地震翌日の１５日から、市立の小学校９５校、中

学４２校などが休校を続けている。その他の市町村で

２５日まで休校が続く公立学校は、県のまとめで小学

校１０３校、中学４８校、高校２７校など。 

 比較的被害の小さかった熊本市北部にある市立田底

小学校（同市北区）は、２５日から授業を再開。施設

や通学路の安全が確認でき、体育館に避難していた人

も大半が自宅に戻ったため、授業に支障がないと判断

した。同区の小中各１校も２７日に再開する。 

 県内では他にも、宇城市などで一部学校が２５日か

ら授業を開始。甚大な被害が出た南阿蘇村では、体育

館などの避難所を維持したまま、ＧＷ明けの５月９日

から６校ある小中学校が再開する予定。益城町は同月

中の学校再開を目指す。 

 熊本市教委は残る学校についても、同１０日をめど

に再開を目指すが、課題は多い。市立龍田西小では擁

壁に亀裂が見つかり、土砂崩れの恐れがあるとして避難

者１０００人が別施設に移動。安全確保まで施設は使え

ないという。体育館が壊れて使えなかったり、被災者が

殺到したりした影響で、教室に被災者を受け入れている

学校も多い。 

 ここで改めて分かったことが、もともと地震直後の熊

本県内４１４校（小・中・高校）の１５万人が休校した

ということです。学校も被災、学校が避難所、自宅や通

学路が被害し教科書もなくなっている場合もある。 

 時間が経つにつれ「受験生」が焦り始める・・・。 

熊本市内の塾がとても混んでいるという新聞を読ん

だ・・・。ここでも塾に通える子供と通えない子供が出

てきた・・・格差とは言わないがすごく考えさせられ

る・・・  まだまだ余震も多く気を抜けないが・・・ 

祈るばかりです。 
  

ニコニコ報告  江口 進 親睦委員 
 
市川 功一 会長  会田 公雄 幹事  

本日は青少年奉仕のクラブフォーラムです。青少年交換
学生の岩木さんのドイツへの出発も決まりました。宮崎
さん、戸張さんよろしくお願いいたします。 

 
鈴木 次男 会員  

熊本地震の救援募金ボックスを設置しています皆さんご

協力を・・・。   
SAA 一同 

１９８０年（Ｓ.５５年）４月２８日は皆さんもよく知っ

ている携帯型液晶ゲーム機「ゲームウォッチ」を任天堂

が発売した日です。２年間で９００万個を売り上げまし

た・明日からゴールデンウィークです。楽しみです。  
親睦委員会一同 

先日は新人歓迎会に多くの方にご参加いただき、誠に有

難うございました。今後ともどうぞよろしくお願い申し

上げます。  
「みんなニコニコ」  
小泉 正博 会員・山本  剛 会員・高瀬 建夫 会員 
工藤 和弘 会員・島田 叔昌 会員・若狭 滋則 会員 
 

 
 

次回 5 月１9 日（木）の予定 

「高校野球の話」潮田 智信 様 
 

５月３日の「熊本地震」の募金活動 

武蔵小杉駅にて 

ニコニコボックス 本日 12,000 円 累計 672,500 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 95,000 円 


