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点　鐘 大塚 正一 会長

スマイル体操 石原 安 親睦委員

司会と斉唱 山川 哲史 会場監督
小林 美和 ソングリーダー

「手に手つないで」

お客様紹介 谷口 一成 親睦委員
ゲストスピーカー
　フィリピン シキホール島セントラル RC 原田 淑人 様
川崎中原 RC 幹事 青少年交換学生カウンセラー 河合 束 様
2017 ～ 18 年度ロータリー青少年交換学生（台湾）
　Sung-Ju YU Allen 君

出席報告 生垣 繁 出席委員
会員数 58 名 出席 38 名 欠席 20 名

（対象外 5 名） 出席率 71.70%
前々回訂正 欠席 26 名 MAKE UP 8 名

（対象外 8 名） 訂正出席率 76.92%
欠席者

花田君 濱田君 平野君 石坂君 小林（政）君 
小泉君 上山君 三浦君 松波君 溝淵君 
峯岸君 茂木君 三平君 野口（哲）君 世良君 
重田君 佐久間君　　関君 相良君 色摩君 
 

会長報告 大塚 正一 会長
1.	 地区からのロータリー国際大会のご案内
2018 年 6月 23～ 27日の日程で、カナダのトロン
トにおいて第 109 回ロータリー国際大会が開催さ
れます。年に 1度、世界中からロータリアンが一堂
に会し、情報交換や交流を図る国際大会は、皆様お
一人おひとりにロータリーへの新たな気づきをもた
らし、大いなる刺激となることと思います。本年度
は、地区として国際大会ツアーの企画と、ここ数年
実施しております地区ナイトの実施により、この大
会への参加促進を図り、盛り上げたいと考えており
ます。	各クラブ会員の皆様におかれましては、奮っ

てご登録、ご参加頂きたくご予定下さい。
※	正式なお誘い ･ご案内は年内に発信予定

2.	 中原区諸団体合同新年賀詞交歓会準備会開催のご案内
日時：11月 7日（火）10：00～
会場：総合自治会館

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
1.	 地区からの来信
神奈川県ロータリアン親睦テニス会 ( 上野杯 ) 開催のご案内
			日時：11月 14日（火）　9：30	集合　
			会場：湘南ローンテニスクラブ

2.	 他クラブ例会臨時変更
●川崎マリーン RC
			11 月 2日（木）鎌倉散策夜間例会
　アマンダンブルー鎌倉　点鐘 17：30
	 11 月 9日（木）⇒ 11日（土）地区大会参加
	 11 月 16 日（木）3RC 合同親睦夜間例会　
　川崎日航ホテル　点鐘 18：30
	 11 月 23 日（木 ･祝）	休会　
●川崎大師 RC
　11月 8日（水）⇒ 11日（土）地区大会参加
	 	11 月 15 日（水）⇒ 16日（木）
　3RC 合同親睦夜間例会　川崎日航ホテル	

　　点鐘 18：00
	 	11 月 22 日（水）休会
●川崎麻生 RC	 	
　	11 月 10 日（金）⇒ 11日（土）地区大会参加
●川崎百合丘 RC	 	
　	11 月 11 日（土）地区大会参加
	 		12 月 17 日（日）インターアクト年次大会
	 		12 月 19 日（火）年末家族会　点鐘 18：00
●川崎南 RC	 	
　	11 月 28 日（火）職場訪問移動例会　
　	キングスカイフロント見学

卓話   
フィリピン シキホール島セントラル RC 原田 淑人 様
　「モリンガ茶を飲んで島の子の支援にご協力を！」
」私は平塚で 36 年間小学校の教員をしていました。
2004 年に退職して、自分にできる何かを探して、フィ
リピンのシキホール島にたどり着きました。教員時代
も様々なボランティアをしていました。私のボランティ
アの原点は、橋本祐子先生と青少年赤十字との出会い
です。先生の教えの中で心に響いた言葉は、「明日は今



作られる。“今に ”を “今 ”に」、「無関心は人道の敵」、「気
づき、考え、実行する」です。これは、ロータリーの
奉仕の精神に似ているように思います。

今できることは今やろう、
ということで自分にでき
る何かを探しに南の島、
シキホール島に行きまし
た。淡路島ほどの大きさ
で、人口は約 8万人、フィ
リピンで最も小さい州で
す。経済的に貧しい島で、
幼稚園、小学校、高校も
ありますが、学校などに
は、トイレ、水道、電気
がないといった状態でし
た。そこで私は、知り合
いたちとロータリークラ
ブを立ち上げ、日本の

ロータリーの皆様にも支援を呼びかけています。

地元の学校に、まずトイレを作り、水道、電気を通すた
めの資金集めに募金を募り、皆様のご協力を得て、そ
れらが実現しています。最近では、地元の若者に教育
の援助もしています。そこで、「モリンガ基金」という
ものを設立しました。それは、子どもたちが植え、育
てたモリンガという植物で島興しをするという計画で
す。モリンガには、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、食
物繊維など人間に必要な栄養素が多く含まれています。
効能は、体力増強、免疫力アップ、血圧安定、便秘解消、
生活習慣病予防などです。モリンガ自体も、生命力の
高い植物で、切った枝を土に植えるだけで、栽培する
ことができます。このモリンガをお茶にして飲んで3ヶ
月続けると効果が出てくるといわれています。

このモリンガ基金でもっと多くの子どもたちをカレッ
ジに行かせてあげるのが、私の目標です。カレッジを
卒業すると明るい未来が待っています。毎年 10人の子
どもをカレッジに送り、卒業後は日本に留学、その後、
アメリカ、南米、ドバイ、台湾などに渡り勉強を続け
る子どももいます。

今年の 4月には、日本のロータリークラブの方々のご
支援で、新しく 6名の子どもを学校に通わせることが
できました。貧困が深刻な島の子どもたちの中には、家
庭崩壊の中で生きていかねばならない子どもたちもい
ます。この 6名も例外ではありません。しかし、学校
に通うことができ、明るい未来に希望を持てるように
なり、笑顔になりました。

ひとりでも多くの子どもたちの夢をかなえてあげたい
と思っています。このモリンガ茶は、未来へのおくり
ものだと信じてボランティア活動を続けています。ロー

タリアンの皆様のご健康と子どもたちの未来のために
モリンガ茶を是非、お試しください。今後とも、ご協
力のほどよろしくお願いいたします。

ニコニコリポート 柾木 永一郎 副会場監督
川崎中原 RC 河合 束 様

台湾からの青少年交換学生アレンを連れてまいり
ました。現在橘高校国際科の 2 年生です。1 年間
のご支援、よろしくお願いいたします。

大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事
フィリピン シキホール島 セントラル RC 原田様、
本日の卓話よろしくお願いいたします。

武田 信平 君
フロンターレの近況を報告します。10 月 21 日に、J
リーグ第 30 節サンフレッチェ広島戦がアウェーにて
行われました。怪我と出場停止によってレギュラー
クラスを 4 人欠く苦しい戦いでしたが、代わって出
た選手たちがとても頑張り 3 対 0 で勝利しました。
特に川崎生まれ川崎育ちの三好康児選手の鮮やかな
ミドルシュートは試合を決める素晴らしい得点とな
りました。鹿島アントラーズが破れたため、1 位との
勝点差が 2 まで縮まりました。なお、本日 19 時 30
分より等々力競技場において天皇杯準々決勝、柏レ
イソル戦が行われます。

戸川 俊雄 君、宮崎 秀樹君、洪 征治 君
フィリピン シキホール島 セントラル RC 原田淑人
様、卓話ありがとうございます。楽しみにしてお
ります。中原クラブ幹事の河合さん、交換学生の
アレン君、ようこそおいでくださいました。感謝
申し上げます。

入来 武久 君
先日の全日本空手道選手権大会に際してましては、
多大なる応援をいただき、ありがとうございました。
残念ながら準優勝でしたが、この経験を糧に更なる
飛躍を目指して頑張ってまいります。今後とも応援
よろしくお願いいたします。

松下 幸夫 君
先日、ロータリーの皆様に誕生祝いをしていただ
き、ありがとうございました。戸川さん、連日ご
ちそうさまでした。

プログラム委員会：クルーズ 由美子 君、朝山 浩 君、
波木井 輝昭 君、松山 直樹 君、松下 幸夫 君

原田淑人様、本日の卓話楽しみにしております。
よろしくお願いいたします。河合様、アレンさん、
ようこそ！

親睦委員会：谷口 一成 君、小林 美和 君、石原 安 君
本日のゲストスピーカー シキホール島 セントラル
RC 原田様、ロータリー青少年交換学生、Sung-Ju 
YU アレン様、ようこそいらっしゃいました。原田
様、本日の卓話よろしくお願いいたします。


