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松波 登 会長
谷口 一成 会員

司会と斉唱

野口 隆一 会場監督
塩田 聡 ソングリーダー
「それでこそロータリー」

お客様紹介

茂木 常夫 親睦副委員長

二村 政毅 様（福岡城東 RC）
地区 国際奉仕委員長 市川 功一 様（川崎中原 RC）
ゲストスピーカー
横浜西 RC 国際奉仕委員長 船木 拓志 様
ゲストスピーカー
新横浜 RC 国際奉仕委員長 犬井 謙太郎 様
川崎宮前 RC 会長 矢澤 博孝 様
川崎宮前 RC 副会長 青少年交換学生カウンセラー
山家 茂夫 様
ロータリー青少年交換学生（ドイツ）
マーシャ グレイス 様（川崎宮前 RC ）

出席報告
会員数 60 名

戸川 俊雄 出席副委員長
出席 34 名

欠席 26 名

（対象外 7 名）
前々回訂正

出席率 64.15%
欠席 18 名

MAKE UP 6 名

（対象外 6 名）
欠席者
朝山君
小林（政）君
三浦君
三平君
色摩君
山川君

訂正出席率 87.27%

クルーズ君
貝田君
溝淵君
柾木君
齊木君

会長報告

花田君
小泉君
松山君
野口（哲）君
渡辺（伸）君

濱田君
上山君
峯岸君
重田君
藁科君

石坂君
小林（美）君
松尾君
関君		
横山君

松波 登 会長

1. 第 5 回 第 2 グループ会長・幹事会開催のご案内が
届いております。
日時：3 月 13 日（月）午後 6 時開会
会場：加賀料理 杉の家 やまぐち
※会長・幹事で出席します。

幹事報告

大塚 正一 幹事

1. 地区からの来信
•• 2017 ～ 18 年度 地区研修・協議会開催のご案内
日時：4 月 2 日（日）12：30 ～ 18：45
場所：聖光学院中学校・高等学校
※帯 谷次年度幹事より出席対象者の方にご案内を
お渡しします。
•• 第 1 回日本 RYLA セミナーへのロータリアン参加依頼
日本 RYLA セミナーの目的は若者の指導力育成、
地区 RYLA の活性化、全国の若い指導者のネット
ワーク構築、RYLA を実施してない地区の地区委員
への情報提供など。
日時：3 月 24 日～ 26 日（24 日 17：00 開会予定）
会場および宿泊場所：全トヨタ労連研修センター
つどいの丘
参加対象：ロータリー会員（ガバナーはじめ、
青少年関連委員会）
内容：講演、ワークショップ、発表
登録費：25,000 円
2. 他クラブ例会臨時変更
●川崎麻生 RC
2 月 24 日（金）創立 25 周年記念例会
ホテルモリノ 7F
式典点鐘 17：00 祝宴 18：00
3 月 17 日（金）職場訪問 青梅「小澤酒造（株）」
●川崎マリーン RC
3 月 23 日（木）移動例会「家族グルメ会」
点鐘 18：30
●川崎マリーン RC
3 月 31 日（金）休会
3. 米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」回覧

委員会報告
大部 哲也 職業奉仕委員長

職場訪問についてお知らせします。
訪問先：川崎東郵便局
日時：3 月 15 日（水）13 時 45 分 日吉発
会費：3,000 円
会食：横浜中華街 ローズホテル内 重慶飯店

クラブフォーラム

国際奉仕委員会

村山 輝忠 国際奉仕委員長

平和と紛争予防、紛争解決月間です。地区の国際奉仕委
員長であられる市川様にお願いして、ゲストスピーカー
のお二方にお話ししていただくことになりました。

地区 国際奉仕委員長 市川 功一 様（川崎中原 RC）
本日のスピーカーの一人目は、横浜西 RC の国際奉仕委
員長である船木さんです。パレスチナのガザ地区につ
いてお話ししていただきます。二人目は、新横浜 RC の
国際奉仕委員長である犬井さんです。南アフリカの学
習支援についてお話ししていただきます。

横浜西 RC 国際奉仕委員長 船木 拓志 様

ガザ地区は、イス
ラエルによる長年
の 封 鎖 に よ っ て、
横浜市の 2/3 くら
いのスペースから
一切出ることがで

きません。日本か
ら行く場合、国連
とボランティア以外では入ることができません。
ガザ地区の町並みはスラム街のように荒れています。下
水は空爆によって破壊され、外からの物資の供給もあ
りません。経済活動が破綻し、国連の物資だけで食べ
ていかなければならず、子供たちの免疫の低下や栄養
不足が深刻化しています。
グローバル補助金を使ったガザの子供の栄養失調の支
援プロジェクトでは、物資をただ与えるのではなく、教
育によって、その問題を改善するために奉仕活動をし
ています。ボランティア女性 30 名を指導し、スペシャ
リストに育成します。ボランティア女性達が家庭訪問
をし、子供の状態が酷いようであれば、NGO のクリニッ
クを紹介しています。アンマン RC とパレスチナのベツ
レヘム RC と協力して活動しています。

新横浜 RC 国際奉仕委員長 犬井 謙太郎 様

南アフリカの小学
校には、本も文房
具も給食を食べる
場所もありません。
子供達への支援は、
彼らに知識と自信
を与え、将来の識
字率や就学率を向
上させ、国の成長につなげようという活動です。2009
年に始まり、多くのロータリアンにご参加いただいて
います。
「生徒のスポンサーになるプロジェクト」と「図書館の
本を買うための支援金プロジェクト」の 2 つの大きな
プログラムを含めた学習支援の成果は、現地の子供た
ちから届く Thank You Letter の表現が年々豊かになっ

ていくことからも読み取ることができます。
この支援は新横浜 RC だけの活動に留まらず、ローター
アクトクラブ、インターアクトクラブとも協調を図っ
ていくことになり、広がりを見せています。
一方で、支援対象の人数や学校に制限があることや、も
のごとの進捗が満足の行くものではないなど、問題も
あるのが実情です。

ニコニコリポート

松下 幸夫 副会場監督

地区 国際奉仕委員長 市川 功一 様（川崎中原 RC）
いつもお世話になっております。本日はよろしく
お願いいたします。
横浜西 RC 国際奉仕委員長 船木 拓志 様
本日は卓話にお招き頂きありがとうございます。
ガザ地区の現状を少しでも皆様にお伝えできれば
と思っております。本日はよろしくお願いします。
新横浜 RC 国際奉仕委員長 犬井 謙太郎 様
本日は卓話で伺わせていただきました。よろしく
お願いします。
川崎宮前 RC 会長 矢澤 博孝 様、副会長 山家 茂夫 様
今日は留学生のマーシャさんと表敬訪問に参りま
した。よろしくお願いします。
松波 登 会長、大塚 正一 幹事
地区国際奉仕委員長市川様、横浜西 RC 船木様、新
横浜 RC 犬井様、本日は卓話よろしくお願いいた
します。
武田 信平 君
フロンターレのキャプテンは、先シーズンの中村
憲剛選手から小林悠選手にバトンタッチされ、小
林選手もリーダーシップを発揮してチームを率い
ていくと張り切っています。チームは沖縄での二
次キャンプを終え、2 月 22 日に行われるアジア
チャンピオンズ・リーグに向けて最終段階に入り
ました。連携プレーの精度に磨きをかけ、更なる
得点力の向上を実現して貰いたいと思います。
戸川 俊雄 君、宮崎 秀樹 君、洪 征治 君
横浜西 RC 国際奉仕委員長船木拓志様、新横浜 RC
国際奉仕委員長犬井謙太郎様、卓話楽しみにして
おります。青少年交換学生カウンセラー山家茂夫様、
ご苦労様です。マーシャ グレイスさん、
ご苦労様です。
谷口 一成 君
村山国際奉仕委員長、本日のフォーラムよろしく
お願いいたします。
茂木 常夫 君、村山 輝忠 君
地区国際奉仕委員長市川様、横浜西 RC 国際奉仕
委員長船木様、新横浜 RC 国際奉仕委員長犬井様、
ようこそお越しくださいました。お忙しい中、誠
にありがとうございます。本日はよろしくお願い
いたします。

