
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

第 1435回 （本年度 第 6回） 

平成 30年 9月 20日（木）早朝例会  
 

点  鐘  小泉 正博 会長 

司  会   今井  敬 会場監督 

斉  唱 「4 つのテスト」 

会員出席報告 江口 進 親睦委員長 

欠席者：坂本会員、髙木会員、都倉会員、渡久地会員 
 
 

お客様紹介 小泉 正博 会 長    

◆山崎 健一様（NPO法人あいけあ 管理者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO 法人「あいけあ」と申します。皆様とお会いで

きて本日もお呼び頂いて本当に感謝しております。私

たちの簡単な紹介をさせていただきます。私どもの法

人は去年の 11 月に NPO 法人の認可を受けまして、今

年の 4 月から実際に障害のある方の“日中の居場所”

それから実際に今、養護学校に通ってらっしゃる障害

の重い子たちの放課後の支援という 2 つの事業を中心

に始めたばかりでございます。そもそもの出発点は中

原養護学校のそこのお子さん達、特に重度心身障害と

いわれる知的、身体を含めて最重度のお子さんたちが 

いらっしゃいます。そうしたお子さんたちが卒業後に 

 

行き場所がない、実際には障害が重ければ重いほど引受

先がないために行き場がない。ただ人として何かのお役

にたてるという事を大事にして、その為に「健康」とい

う事を大事にしていきたいと思います。まだまだ試行錯

誤ではありますが、これからもご支援の程よろしくお願

いします。今回贈呈いただきましたものについては先ほ

どお話しした通り、健康をベースにしたものの保証と言

うことで使わせていただきます、今日はほんとにありが

とございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ロータリーの友紹介 

研修委員会 戸張 裕康 副委員長  
研修委員会からです、先月の前回ちょっとできなかっ

たので本日やらせていただきます。気になったので「ロ

ータリーの友6月号」に載っているものからいろいろ紹

介させて頂きます。東京ロータリークラブがまもなく

100周年ということです、1920年に日本で創立したクラ

ブです。2020年10月20日で創立100周年を迎えます。

これは同時に日本のロータリーが100周年を迎える事

になります、そこの実行委員会で2つの取組として100

周年記念ゴングを３４地区に送ったこと・・・ピンバッ

チを作成して配るという記念事業を行います。 

もう一つ「卓話の泉」のページのところで気になって

いたことなのですが、“ブルーライト”にご注意をとい

うことで、愛媛大学大学長の方が書かれています。LED

照明はパソコン・スマートフォンの広く普及しているの

にあたって、体内時計と非常に関係があり、日中に浴び

る分には問題ないのですが、夜このライトと浴びると睡

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２９名 ２２名 ７名 ８４．６２％ 

前々回(8月 23日)欠席 7名 Make up1 名 ８８．４６％ 

 

 

 

 

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 第１木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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『インスピレーションになろう』 Be the Inspiration 

ＲＩ会長 バリー・ラシン 第２５９０地区ガバナー 金子 大 



眠ホルモンであるメラトニンと言う物質が抑制されて

逆に活発にさせ、体を休める時に休ませられない・・・

不眠大国日本と言われていることと、今非常に関係が

あるのではないかと言うことを書いてありました。こ

れから何十年かかかって実は・・・いつかわかるので

は？と書いてありました。ロータリーの友は発行部数

が多く、ベストセラーの冊子になっております。ぜひ

時間を見つけて読んでください。 

 

2017-18年度 新会員に地区から記念品 

中村 敏史 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

昨年皆勤出席記念品 堤 研司 会員 

 

 

 

 

 

 

 
 

ニコニコ報告  江口 進 親睦委員長 

◆鈴木 慎二郎 様（川崎マリーンＲＣ） 

9月13日研修会のお礼として。 
 

◆小泉 正博 会長・徳安 久是 幹事 

皆様おはようございます来訪者の方々には早朝にも

かかわらずご出席いただき誠に感謝申し上げます。 

さぁ今日も1日元気よくいきましょう。 
 

◆河合  束 会員 
先日、バザーに関する協力依頼が来ておりますが、
バザーの目的の記載がありませんでした。目的のわ
からないバザーには協力できません。当然のことで
すが理事会は通っていますよね。 
 

◆ＳＡＡ一同 

本日の社会奉仕フォーラム、皆さんよろしくお願い
します。 

◆親睦委員会一同 
本年の年末家族会は12月1日土曜日、溝口「フィオー
レの森」で開催いたします。近々ご案内いたします
ので皆様 奮ってご参加お願いいたします。  

「みんなニコニコ」 
山本 剛 会員・島田 叔昌 会員・内藤 松雄 会員 
市川 功一 会員・神谷  直 会員・小林 正樹 会員 
堤  研司 会員・坂口 精一 会員・会田 公雄 会員 
中村 敏史 会員 

 

社会奉仕フォーラム  

社会奉仕の東出です。私事で

すが 8 月 31 日から入院をして

おりまして皆様にご迷惑をか

けしました。すいませんでした、

そこで今日のフォーラムも少

し準備不足ですが 4 人の方に

私の社会奉仕ということでお

話し頂きたいと思います 
 

◆宮崎 玲児 会員（ 副幹事 ） 

2013 年の秋に入会させていただきまして 5 年になり

ます。入会時には正直とてもロータリークラブに入って

“奉仕”をすると言う事は考えておりませんでしたが青

少年奉仕を 2 年やらせていた

だきまして、いろいろ勉強させ

ていただきました。社会奉仕と

国際奉仕では特に社会奉仕の

中で前任者の鈴木さんがとて

も力を入れていた後ろ姿を見

て、また、様々な助言を頂きま

して地区補助金で「音絵かたり」

を担当させて頂いたのはとて

もいい勉強になりました。 

今年も東出社会奉仕委員長が地区補助金を得て「あいけ

あ」さんにご協力できたので非常に良かったと思ってい

ます、実は私は井田杉山町に住んでおりますので、「あ

いけあ」さんの近くです。時間があったとき寄ってみた

いなと思いました。先日卓話いただいた川崎西ロータリ

ークラブの斉藤さんの言葉などが力になりました。自分

で出来る事はやっていきたいと思います。 

◆今井 敬 会員（ＳＡＡ） 

社会奉仕についてお話ししたいと思います。私なりに

考えてみているのですが、私にとっての社会奉仕はまず

1 番身近な人達を守る、守るべ

き人達がより豊かに生きるた

め、家族、社員であるとか・・・

そういう人達が幸福になると

言うところからスタートして

おります。めぐりめぐって自分

の幸せになるという事と思っ

ています。     

私も今、色々な社会奉仕の団体に所属しておりますが

PTA、マンションの管理組合、町会など、地域社会のた

ニコニコボックス 本日 20,000 円 累計 137,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 20,000 円 



めに頑張ってくれる先輩方と一緒になって日々影響を

受けながら前に進んでいきたいなと思っております。

引き続きよろしくお願いします。 
 

◆江口 進 会員 ( 青少年奉仕委員長 ) 

私は 2015 年の 7 月に入

会させて頂きまして４年

が経ちました。今勉強して

おります、一度水害の募金

に参加させて頂きまして

多くの方の温かい浄財を

頂いたという事がござい

ました。その時にとても感

銘を受けたことを覚えております、今年は区民祭のバ

ザーの参加も決まっていますので、そこに初めて参加

させて頂きます、また青少年奉仕からは、先日交換留

学生の発表会の会議にも出てきたのですが、彼らを見

ていますと、帰国後、大学卒業後は世界平和と国際奉

仕のための仕事をしたいと言っておりました、そうい

った意味で広い意味で社会奉仕のお役に立てているの

かなと思っております。先日の勉強会での川崎マリー

ンＲＣの鈴木さんの話の中でポリオ撲滅がもう少しで

達成すると言う所の話とかを興味深く聞かせて頂いて

非常にロータリーの社会活動奉仕活動は素晴らしいな

と思いました。一生懸命勉強したいと思います。これ

からもよろしくお願いします。 
 
 

◆神谷 直会員(職業奉仕委員長) 

山崎さんとは 3年位の付

き合いになります。「あい 

けあ」との関係では無いの

ですが、実は私は NPO 川

崎障害者権利擁護センタ

ーのメンバーでございま

す。山崎さんはその先輩に

あたります。川崎市に本部

を置きまして障害者の権利を擁護する事と、成年後見

の活用を広めていこうという団体でございます。毎月

一回月曜日に会議をしており、また活動しております。

主な活動はエポック中原等でセミナーを開いてご家族

様の話を聞いたり提案させて頂いたりしております。

いつも思う事は、特に相続が難しいです！「親亡き後

の相続」といわれているのですが、親の死はいつ起こ

るか分からない事ですので早め早めの対策が必要です。

社会奉仕というか自分のスキルを使っておりますので

お役に立ててうれしいです。またこういう活動の広が

りがとても大切だなと山崎さんとお会いして改めてそ

う思いました。ありがとうございました。 

 

◆東出 隆裕 社会奉仕委員長 

最後に私からですが、2 年連続で社会奉仕委員長をや

らせていただいて、あまり経験もない私ですが・・・鈴

木さんの取り組みを参考にやらせて頂いています。期首

計画にも子供の貧困について等の子供食堂とかやりた

かったのですが、地区の補助金の対象の中に食料と言う

ものがなかったものですから㈱ダンウェイの高橋社長

のご紹介で“あいけあ”さんをご紹介頂き、重度の障害

を持つ方をこれからも物を贈呈するだけでなく一緒に

何かお手伝いができたらと思っております。今後ともよ

ろしくお願いします今日はありがとうございました、最

初に話して頂いた 4 人の方ありがとうございました。 

 

１０月４日  報告事項   
 
小泉 正博 会長 徳安 久是 幹事 

 

１．理事会報告 
 

２．地区からの来信 

①大会展示～「キラリと輝く我がクラブの活動・取組み」

参加クラブ募集のご案内が届いております。 

※理事会にて協議 
 

 ②米山学友会総会のご案内が届いております。 

  日時：2018年 10月 13日(土) 11：00～   

場所：新横浜国際ホテル 4F 
 

 ③地区大会記念チャリティゴルフ大会の組合せ表が届

きましたので、ご参加の方にお渡し致します。 

 ※若狭滋則会員・坂口精一会員 
    

３．米山梅吉記念館 50周年記念事業特別寄附の件 
 

４．他クラブ例会臨時変更  

●川崎中 RC  

10月 9日・30日(火) 休会 

●川崎大師 RC  

10月 10日・31 日(水) 休会 

 10月 17日(水) 職場訪問:JFE東日本製鉄所  

移動例会:「ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ」 

●川崎 RC  

10月 25日(木)・11月 29日(木)  休会 

●横浜あざみ RC 

 10月 10日(水) 休会 

 10月 24日(水) 移動例会 講演会 

アートフォーラムあざみ野 

●川崎ﾏﾘｰﾝ RC  

10月 18日(木) 移動例会 曹洞宗大本山總持寺  

座禅･米山梅吉氏墓参 

●川崎とどろき RC  

10月 8日･29日(月) 休会 

 10月 22日(月) 移動例会 屋形船  

川崎つり幸本家 18：00出航 

 

 



 

５．クラブ協議会のご案内 （ 全会員出席 ） 

10月 18日(木) の早朝例会は、柳下ガバナー補佐を

お迎えしてクラブ協議会を開催致します。 

11月15日(木) ガバナー公式訪問にむけてのクラブ

協議会となりますので、各理事・役員・委員長の皆様

は、準備の上ご出席お願い致します。なお、委員長ご

欠席の場合は、必ず副委員長・委員の方など代理をお

手配ください。 

 

 

 

 

今後の予定 
 
 
 

10 月 11 日(木) 研修会 18：00～ 

 ジェクト会議室 

 

 

10 月 18 日(木) 早朝例会 点鐘 7：30  

ホテル精養軒 

ガバナー補佐をお迎えして クラブ協議会 

 
 

11 月 1 日 (木) 例会 点鐘 12：30  

ホテル精養軒 

 
 

11 月 15 日 (木) 例会 点鐘 12：30  

ホテル精養軒 

ガバナー公式訪問例会  
 

 ★11/15 は、昼の例会に変更になっており 

ますのでご注意ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


