
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1451回 （本年度 第 22回）例会 

令和 1年 5月 9日（木）  
 

点  鐘  小泉 正博 会長 

司  会   今井  敬 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告 江口 進 出席委員長 

欠席者：坂本会員、坂口会員、髙木会員、都倉会員、 
渡久地会員、内藤会員、 

 

お客様紹介 小泉 正博 会長    

◆RI 第 2590 地区第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 
柳下 節子 様（川崎とどろき RC）  

◆RI第 2590地区次期第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 
洪  征治 様（川崎北 RC） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

◆ゲストスピーカー 
松波 登様（川崎北 RC）  

◆二村 政毅 様（福岡城東 RC）  
◆米山奨学生 韓 喬 君 
 
入 会 式 ご入会おめでとうございます！ 
(株)証券ジャパン元住吉支店  
支店長 藤村 伸一 様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

会員お祝い 

お誕生日おめでとうございます！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山田一之会員・鈴木次男会員・市川功一会員 

内藤松雄会員・中村敏史会員・神谷 直会員 

坂口精一会員・井元雄一会員  
 

奨学金贈呈 韓 喬 君へ 
   
ニコニコ報告  江口 進 親睦委員長  

◇第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 柳下 節子 様 
 川崎中原 RCの皆様には、１年間お世話になりました。

そして、ポリオの卓話を企画して頂いた小泉会長に

おいては感謝です。ありがとうございました。 

本日は、次年度ガバナー補佐洪 征治さんをご紹介

させて頂きます。  
◇次年度 第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 洪 征治 様 

 次年度ガバナー補佐を務める川崎北 RC の洪 征治

です。よろしくお願いします。 

◇松波 登 様（川崎北 RC） 

 お世話になります。 

◇小泉 正博 会長・徳安 久是 幹事 

 皆さんこんにちは。長い連休はいかがお過ごしでし

たか？世の中は、新天皇がご即位され、毎日「令和」

と言う字が飛び交っています。微笑ましくもありま

すが、これからどうなるのだろという不安感もある

のではないでしょうか。ロータリーも 3 年に一度の

規定審議会も終わり、新たな法案が採択さました。

私共のクラブにとってそれがどういう効果をもたら

すものなのかしっかりと検討しなければならないと

思います。  

さて、本日は川崎北 RC の国際奉仕委員長であります

「松波 登様」の国際奉仕活動の卓話でございます。

どうぞ宜しくお願い致します。 

 また、今日は柳下 節子ガバナー補佐と新ガバナー補

佐になられます 洪 征治 様がご挨拶に参っており

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２８名 １９名 ９名  ７６.００％ 

前々回(4月 4日) 欠席 6名 Makeup 1名 ８８.００％ 

 

  

 

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 



ます。柳下 節子 ガバナー補佐には、「有難うござい

ました」と 1年間お世話になった感謝の気持ちをお伝

えし、洪 征治 新ガバナー補佐には「次年度は 宜

しくお願い致します」そして、お体に留意されご活躍

されることをご祈念申し上げたいと思います。 
 

◇河合 束会員 

 昨日皆さんにメールを送りました。 

内容は 4 月に開催された会員基盤向上セミナーのＶ

ＴＲですが、2 日目の松本先生の「ポリオ根絶に私た

ちにできること」という講演を是非見ていただきたい、

そしてポリオ撲滅へのご協力をお願いします。 

◇市川功一会員 

 松波さん、先日はありがとうございました。 

本日はバヌアツのお話よろしくお願い致します。 

◇山田一之会員 

 激動だった昭和も遠くに去り、平和だった平成も過ぎ

新たな令和を迎え人類の幸せを願うのみ 

私は名もなき一人の人間のままでいいのではないか、

そして、今８５才 

◇小林正樹会員 

 松波様いつもお世話になります。 

◇ＳＡＡ一同 
松波様、本日は卓話有難うございます。 

楽しみにしておりました。 
 

◇親睦委員会一同 

令和初の例会となりました。相変わらず天候が不安定

です。会員の皆様、ご家族とも自愛くださいますよう

お願い致します。  
「みんなニコニコ」 

柳下ガバナー補佐、洪次年度ガバナー補佐、松波様  

ようこそお越し下さいました。 

若狭 滋則 会員・島田 叔昌 会員・会田 公雄 会員 

山本  剛 会員・神谷   直 会員・江口  進 会員 

MR SUZUKI 会員・中村敏史会員 
  

ニコニコボックス 本日 34,000 円 累計 476,500 円 

記念日ニコニコ 本日 35,000 円 累計 120,000 円 

 
 

 卓 話   松波 登様（川崎北 RC） 
 
「ヴァヌアツ共和国への国際医療奉仕」  

川崎北ロータリークラブの松波です。今日はヴァヌア

ツ支援という国際奉仕のことでこれまでの経緯を紹介

させていただきます。 

私は川崎北ロータリークラブの 2001～2 年度の国際

奉仕委員長に就任しました。国際奉仕の対象は保険医療

に絞っていたところ、東京女子医科大学国際環境熱帯医

学の金子明助教授を紹介されました。 

金子助教授から、「ヴァヌアツでは、今なお子供たち

がマラリアや結核の猛威にさらされている。平均寿命は

40 才を越えたくらい。病原菌を写真で早期に認定でき

るマイクロスコープ（小型電子顕微鏡）さえあれば」と

いわれ、クラブ理事会に諮って国際奉仕委員会の年間予

算５０万円すべてを、一台のマイクロスコープ購入に充

てる了承を得ました。 

「ただ贈るだけでなく、実際に現地へ行って顔を合

わせ、喜び合わなければ」というクラブの総意で、ヴ

ァヌアツ国際奉仕団が結成され、首都ポートヴィラの

国立中央病院を訪れて贈呈式を行いました。国際奉仕

は継続することが大切です。 

 

～２００１年からの経緯～ 

＜第１回＞ ２００１年 

ヴァヌアツ共和国首都ポートヴィラ国立中央病院に

マラリア診断に必要な撮影装置付きマイクロスコープ

を紹介寄贈。 

＜第２回＞ ２００４年 

エファテ島から南へ１００Ｋｍ離れたアナチュウム

島へ、川崎北ロータリークラブから電子顕微鏡。川崎

中原ロータリークラブから発電機を寄贈。 

＜第 3 回＞ ２００６年 

ヴィラ国立中央病院を再訪。マイクロスコープ 3 台

寄贈し、病院内に「川崎北ロータリークラブ」のプレ

ートを設置する。今後の継続的な支援を約束。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 4 回＞ ２００８年 

ヴィラ国立中央病院を再訪。医療器具、川崎中原ロ

ータリークラブから預かったベッドシーツなどを贈呈

する。 

２００９年 

血液分析装置をシメックス様の援助のもと、ヴィラ

国立中央病院に設置する。以後、継続的なメンテナン

ス、サポートを実施。 

２０１０年 

「クラブ創立５０周年記念式典」にヴィラ中央国立

病院の３名様をヴァヌアツより招待、 

式典参加と共に中原消防署の見学を行う。日本の救

急車、緊急体制に感銘を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜第５回＞ ２０１２年 

ヴァヌアツ共和国初の救急車をヴィラ国立中央病院

に寄贈。川崎市消防局・ロータリークラブの名前入り救

急車がポートヴィラの街を走る。 

＜第６回＞ ２０１６年 

ヴェファテ島から北に位置するエスプリッツ・サント

島に 2 台目の救急車を寄贈。贈呈式は、ヴァヌアツ健康

省の次官や現地のロータリークラブ会長、病院関係者、

日本からの海外青年協力隊の隊員などに列席いただき、

２月 13 日（土）朝からヴィラ中央病院で行われた。贈

呈式終了後は、日本の ODA により新設された新病院棟

を見学。２００１年寄贈のマイクロスコープ、２００９

年寄贈の血液分析装置が現役で使われており、病院の中

でも非常に重要な役割を果たしているとの説明を受け

る。健康省の次官の挨拶で「２０２０年にはヴァヌアツ

からマラリアは撲滅されると予測されています」という

言葉を聞くことが出来ました。 

＜次回＞ 

第 3 回目の救急車の寄贈をと考えております。国際奉

仕は継続が大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

５月１６日  報告事項   
小泉 正博 会長 徳安 久是 幹事 

 
１．理事会 議事録配付  
 
２．地区からの来信 

 ①4月 25日開催の入会３年未満の会員を対象とし 

 た「フレッシュ交流会」は、２３ＲＣ５２名の新

会員が参加され、無事終了との事です。 

  当クラブからは、井元雄一会員が参加されました

ので、後ほどご報告を頂きます。 

なお事前アンケートの結果については、本日皆様の

ポストに入れさせて頂きましたのでご覧下さい。  
 
②2019-20年度 地区ローターアクト「第 49回地区 

研修協議会・卒会式」のご案内が届いております。 

  日 時：2019年 6月 16 日(日) 13：00-17：00 

懇親会：17：15～19：15 

  場 所：ホテル横浜キャメロットジャパン 
 
３．川崎西 RCより、事務所移転のご連絡 

 ※5月 17日より 

  新住所：〒213-012 川崎市高津区坂戸 3-2-1  

かながわサイエンスパーク西棟 609-D号室 

     TEL：044-328-5475 FAX：044-328-5476 
 
４．他クラブ例会臨時変更 
●新川崎 RC  

5 月 22日(水)  休会 
5 月 29日(水)-30日(木)  

一泊移動例会 河口湖「花水庭おおや」 
6 月 12日・26日(水)  休会 
 

●川崎中央 RC  
5 月 27日(月) ｸﾞﾙﾒ例会  
ニューグランド「ル･ノルマンディ」点鐘 18：30 
6 月 9 日(日)-10 日(月) 一泊移動例会「吉池旅館」  

●川崎ﾏﾘｰﾝ RC  
6 月 13日(木)-14日(金) 一泊移動例会  

エクシブ湯河原 点鐘 18：00 
 
５．他クラブ会報の回覧  川崎 RC 
     

今後の予定 
 
◇５月 23 日 (木) 研修会 18：00～ 

於：ジェクト㈱ 会議室  
卓話：地区広報･公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員長 

大塚正一様（川崎北 RC） 
 

◇６月 ６日 (木) 例 会 
点鐘 12：30 ホテル精養軒 
卓話：中原消防署予防課予防係  

消防司令補 百瀬 優様 
 

◇６月 13 日 (木)  
研修会後、ファイナル懇親会 
 

◇６月 20 日 (木) 早朝例会 点鐘 7：30 
「クラブ協議会」 退任挨拶 


