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第2708例会	 平成 28 年 3 月 9 日（水）

移動例会会場：富士通ラウンジ

点　鐘 柳澤 信夫 会長

スマイル体操 クルーズ 由美子 親睦委員長

司会と斉唱 峯岸 雅宏 会場監督
生垣 繁 ソングリーダー

「我等の生業」

出席報告 戸川 俊雄 出席副委員長

会員数 59 名 出席 41 名 欠席 18 名
（対象外 4 名） 出席率 74.55%
前々回訂正 欠席 31 名 MAKE UP 11 名

（対象外 11 名） 訂正出席率 70.91%

欠席者
朝山君 濱田君 石井君 上山君 小林（政）君 
込田君 柾木君 松尾君 松山君 三平君 
溝淵君 野口（隆）君 帯谷君 小澤君 関君  
重田君 色摩君 塩田君

会長報告 柳澤 信夫 会長
1. ロータリー米山記念奨学会より、カウンセラーの

洪 征治 会員に感謝状が届きましたのでお渡しいた
します。

幹事報告 佐久間 馨 幹事
1. 地区からの来信

本日はございません。

2. 2016-17 年度ロータリー手帳のご案内
※ご希望の方は、事務局までお知らせください。

3. 他クラブ例会臨時変更
●川崎鷺沼 RC

3 月 16 日（水）  夜間例会を昼例会に変更  
ホテル KSP 点鐘 12：30

3 月 23 日（水） 休会
3 月 30 日（水）  お花見親睦例会 

とうふ屋うかい鷺沼店 点鐘 18：00
●川崎南 RC

3 月 29 日（火）  夜間例会を昼例会に変更
4 月 5 日（火）  昼例会を夜間例会に変更 

創立 56 周年記念例会
5 月 3 日（火）  休会

4. 他クラブ会報の回覧
本日はございません。

委員会報告
ゴルフ同好会（横山 芳春 会員）
• 第 3 回 柳澤会長杯 

開催日：4 月 8 日（金）
会場：立野クラシックゴルフ倶楽部
※ 参加希望者は 3 月 25 日（金）横山会員までご連絡

ください。

大塚 正一 次年度幹事
• 被選理事会

日時：3 月 16 日（水） 11：15 ～
会場：クイーン・アリス ガーデンテラス日吉
※ 次年度理事・役員・SAA・親睦委員長・プログラム

委員長はご出席くださいますよう、お願いいたし
ます。



卓話 松波 登 会員
『第 6 回バヌアツ国際奉仕訪問』

先月の 12 日から 16 日まで、第 6 回バヌアツ国際奉仕
団（川崎北 RC と川崎中原 RC の総勢 10 名）としてバ
ヌアツを訪問しました。バヌアツ共和国への医療奉仕
活動は 2001 年から始まり、毎年継続しています。

2 台目の救急車を贈呈
2012 年に救急車を 1 台寄贈しておりますが、2015 年
末に新たに救急車を 1 台寄贈しました。
今回の訪問の主な目的は、「ビラ中央病院」にて行われ
る寄贈式に参加することです。
救 急 車 は、 北 方 の サ ン ト 島 の「Northern Provincial 
Hospital」に配置されます。車両は川崎市消防局より譲
り受けたものを整備しました。また現地からの要望で、
車内で使用される機材にあわせ、電源を 240V 仕様に
改造しています。
寄贈式にはバヌアツの健康省事務次官や、サント島の
ロータリークラブ会長、病院関係者、JICA の方々にも
ご列席いただきました。
贈呈式後に病院内を視察しましたが、日本の政府開発
援助（ODA）もあり、ビラ中央病院の手術室や検査室は
新しい設備に切り替わっていました。また、「マイクロ
スコープ」や「血液分析装置」など、これまでに寄贈
した医療機器が現場で使われているのを確かめること
ができました。
ビラ中央病院は入り口近くに手術室、そこから坂を下っ
たところに病棟があります。この病棟から手術室に患
者を連れて行くのが大変なので、「電気で動くストレッ
チャーがあれば助かる」との声がありました。
夜は贈呈式にも参加いただいた JICA の方々をお招きし、
レストランで「ヤシガニ」を一緒にいただきながら、親
睦を深めました。

第 6 回バヌアツ国際奉仕を終えて
2、3 年後にもう一度バヌアツに行きたいと考えていま
す。その際は、2001 年から行っている国際奉仕がどの
ように現地で役に立っているかを、ぜひ皆さん一緒に
見ましょう。
今回のバヌアツ訪問については会報号外にも掲載され
ていますので、あわせてご覧ください。本日はありが
とうございました。

ニコニコリポート 入来 武久 副会場監督
柳澤 信夫 会長、佐久間 馨 幹事

悪天候の移動例会ですが、皆さん出席ありがとうござ
います。見晴らしの良さを想像し、楽しい例会にしま
しょう。

甲田 博康 君
一年浪人した孫が、第一志望の一橋大学（社会学部）
に合格しました。大変嬉しい気持ちです。

戸川 俊雄 君、世良 俊昭 君、 川野 正久 君
本日は富士通ラウンジでの例会楽しみです。よろしく
お願いいたします。

松波 登 君
3 月 2 日・3 日に、母の葬儀を行いました。受付のお
手伝いや、沢山の皆様にご会葬いただきました。お
陰さまで無事に初七日を終えました。ありがとうご
ざいました。

齊木 貴 君
早いもので父が他界して一年になります。過日、一
周忌の法要を滞りなく行いました。生前のご厚誼に
感謝申し上げますとともにご報告いたします。岡本
様、葬儀の折には誠にありがとうございました。

波木井 輝昭 君、 大塚 正一 君、 松下 幸夫 君
松波さん、本日の卓話よろしくお願いします。また、
ご母堂のご冥福をお祈りいたします。

武田 信平 君
フロンターレは、3 月 5 日のホーム開幕戦にて湘南
ベルマーレと戦いました。内容は、4 対 4 の打ち合
いになり、引き分けてしまいました。この試合で大
久保選手が素晴らしいシュートを決め、J1 最多得点
の 157 点に並びました。翌日、広島の佐藤選手のラッ
キーな得点で抜かれましたが、これからも激しい競
り合いを続けることになりそうです。次節は、12 日

（土曜日）・19 時・等々力競技場にて、名古屋グラン
パスと戦います。応援をよろしくお願いします。

クルーズ 由美子 君、 谷口 一成 君、 横山 芳春 君、 
相良 久征 君、 村山 輝忠 君、 藁科 義弘 君、 小林 美和 君

（親睦委員会）
本日は富士通ラウンジでの移動例会です。素晴らし
い場所を提供していただき、ありがとうございます。
皆様、景色とお食事を楽しんでください。


