
川崎北ロータリークラブ

─ 親睦と奉仕 ─



川崎北ロータリークラブ
創立総会	 昭和35年3月2日
RI加盟認証	 昭和35年4月28日
チャーターメンバー　25名
認証状伝達式	 昭和35年6月30日
会員数	 会員数49名
	 名誉会員3	名
	 	（2021年6月1日現在）

例会場　二子玉川エクセルホテル東急
　〒158-0094	東京都世田谷区玉川1-14-1	
　二子玉川ライズ30F
　TEL	03-3700-1093

	 例会日	水曜日　12時30分より
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　ロータリークラブは、所在地域内または周辺
地域で仕事をしている、または住んでいる、評判
の良い職業人・専門職者を会員とする奉仕団体
です。
　ロータリークラブは、世界の200に及ぶ国や
地域に存在し、会員数約118万人を誇ります。そ
の国際組織は「国際ロータリー」と呼ばれます。
　国際ロータリーの下、日本（会員数、約8.6万
人）は34の地区に分割されており、川崎北ロー
タリークラブの所属する横浜・川崎地区は、第
2590地区として活動しています。
　しかし、自治権はあくまでも、個々のロータリー
クラブにあり、各クラブとしての活動が基本です。
※入会には、在籍クラブ会員2名の推薦が必要です。
※�入会金50,000円、会費は年間320,000円（80,000円/
年4回納付）です。

特に、次のような方をお待ちしています

1.	 事業を通じて実践している社会貢献とは	
いったい何か？　と悩んでいる方
・� 事業で上げた利益で税金を収めている、
それだけで社会貢献と言えるのか？

2.	 何か社会（地域社会、国際社会）に貢献でき
ることはないのか？　と模索されている方
・� 一人ではできないことが、皆と一緒に協
力すればできるようになります。一人ひと
りの力を結集しましょう。

3.	 異業種の経営者と意見交換をしてみたい方
・� 川崎北ロータリークラブの会員は、地元
の企業・専門職を代表する人物ばかりで
す。

4.	 仕事であれ、仕事以外の話題であれ、気兼
ねなく語り合える友・仲間が欲しい方
・� 川崎北ロータリークラブは、年齢や仕事
の垣根を越えて、楽しく語り合える雰囲
気を大切にしています。

5.	 著名人の講演を聴く機会があれば、とお考
えの方
・� 毎週の例会や、他の行事で、著名人を含
めた色々な方の講演を聴くことができま
す。また、会員にも他会員の前でスピー
チをしてもらいます。

6.	 地元の川崎市、横浜市に知り合いを増やし
たい方
・� ロータリークラブは地元に密着した集ま
りです。ただし、遠方の方も、例会に欠か
さず出席していただける限り、喜んで歓
迎いたします。

・� 地元に知り合いの経営者が増えること
で、ビジネスチャンスを増やすことがで
きます。

川崎北ロータリークラブをご紹介します。

クラブ創設時のメンバーをチャーター・メンバーと言います。
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7.	 国内や海外で学業に勤しむ若者を応援して
あげたい方
・� ロータリークラブは、国内や海外で勉学
に勤しむ学生を、資金面および精神面で
サポートしています。

親睦と奉仕 ー 入りて学び、出でて奉仕せよ
　ロータリーは「親睦」と「奉仕」の実践を目的と
して活動しています。ロータリーの「親睦」とは、
会員同士が「ロータリー精神」という絆で結ば
れ、お互いが学びあい、育ちあって自己研鑽に
励む、という意味合いがあります。
　また、「奉仕」とは、その自己研鑽した自分を職
業を通じて人のために役立てる*ことです。この�
「親睦」と「奉仕」のくり返しがロータリーライフ
です。
*�ロータリーでは、この活動を「職業奉仕」と呼んでいます。
その定義はロータリーの100年の歴史の中で変遷して
おり、理解して自分の考えとするには時間がかかるでしょ
う。しかし、それを理解できれば、自分の職業に必ず活か
せるはずです。

◆親睦のための活動
○	例会	○
ロータリークラブに於ける親睦活動の中心とな
るのは、毎週開かれる例会です。会員は例会へ
の出席義務を負います（出席できる権利と考え
れば、より積極的にロータリーを楽しめるでしょ
う）。例会への出席は100%を期待されていま
す。しかし、個人的な都合などで出席できない場
合は、他クラブの例会への参加などで、例会の
欠席を補うことができます。ロータリーでは、こ
れを「メークアップする」と呼んでいます。

○	親睦会（夜間例会）	○
川崎北ロータリークラブでは、年に数回、例会を
夜間に開催しております。開催場所は、屋形舟で
あったり、レストランであったり、そのときによっ
て変わります。お酒を飲みながら、会員同士で何
でも語り合える楽しい時間です。

○	家族例会（年忘れ例会）	○
川崎北ロータリークラブでは、12月に年忘れ家
族例会を開催しています。日頃、ロータリー活動
にご理解とご協力をいただいている会員の家
族の方をお招きして、色々な企画でおもてなし
をいたしております。

○	旅行（移動例会）	○
川崎北ロータリークラブでは、例年9月に移動例
会を開催しております。会員間の親睦を深める
ための1泊旅行です。

○	委員会活動	○
川崎北ロータリークラブには、多くの委員会があ
ります。会員は、1つ以上の委員会に所属する義
務を負います。お互いの親睦を深めるためにも、
委員として積極的に活動することを期待されて
います。
*�川崎北ロータリークラブは、国際ロータリー第2590地区
に所属しており、この地区にも、クラブと同様の委員会組
織があります。川崎北ロータリークラブの会員は、この地
区での委員会活動にも積極的に参加することを期待さ
れています。

○	職場訪問	○
川崎北ロータリークラブでは、年1回、色々な会
社や業種への職場訪問を実施しています。

○	同好会	○
現在、川崎北ロータリークラブにはゴルフ同好
会しかありませんが、以前は釣り同好会、ダンス
同好会などもありました。
現在、ゴルフ同好会は年4回（4月、6月、9月、�
11月）ゴルフコンペを開催しています。
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◆奉仕のための活動
　人間が共に幸福に生きていくためには、「他人
への思いやり」と「助け合い」が不可欠です。ロー
タリーでは、この2つの言葉を行動で示すという
心がけを常に持ち続けることを提唱しています。
　特に、ロータリーは「クラブ奉仕、職業奉仕、社
会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕」の5つを、その
奉仕活動の対象としています。

1.	 クラブ奉仕：クラブの質を向上させるために
各会員がとるべきクラブ内外での行動を「ク
ラブ奉仕」といいます。

2.	 職業奉仕：ロータリーの特長を表すのが、職
業奉仕です。職業倫理を高める内なる奉仕�
（自己研鑽）と、自己の職業を他者（お客
様、従業員、協力会社）へ還元する外への奉
仕があります。

3.	 社会奉仕：地元の地域社会への奉仕活動で
す。何処かの団体にお金を寄付するというこ
とよりも、自分達の身体を使った、行動する
奉仕活動が望まれます。ただし、災害時には
クラブ内で義援金なども集めています。

4.	 国際奉仕：川崎北ロータリークラブは、�
2000-2001年度から毎年、オセアニアにあ
る小さな島国バヌアツ共和国に医療機器
を贈ってきました。また、現在まで川崎市か
ら譲り受けた救急車2台をバヌアツ共和国
へ、1台をアフリカのナミビア共和国に送り
ました。新しい奉仕活動とその対象国を絶
えず模索しています。

5.	 青少年奉仕：次世代を担う若人たちを色々
な面で応援・育成する活動です。川崎北ロー
タリークラブは、横浜あざみロータリークラ
ブと共同提唱で、クラーク記念国際高等学
校横浜青葉キャンパス・インターアクトクラ
ブを設立しました（2011年）。

◆留学生への支援
ロータリーは、海外に留学する日本の学生や、
海外から日本に学びに来る学生への資金的支
援を行なっています。この支援は我々、クラブ会
員からの寄付によって賄われています。

ロータリー財団奨学生：
ロータリーには「ロータリー財団」という公益財
団法人があり、その運営は会員などからの寄付
で賄われます。そして、その寄付金の一部が海外
の大学や大学院で勉強を続けようという日本の
学生（大卒者）への奨学金として使用されます。
奨学金を希望する学生（社会人）は、近隣のロー
タリークラブに申請書を提出します。クラブは申
請書を受理したら、クラブ名で申請書を地区（第
2590地区、横浜・川崎）に提出し、審査をあおぎ
ます。この奨学金にはグローバル補助金と呼ば
れる資金と地区補助金と呼ばれる資金が使わ
れ、その奨学金を受け取る学生を、それぞれ「グ
ローバル奨学生」「地区奨学生」と呼びます。
また、ロータリー財団には「ロータリー平和セン
タープログラム」と呼ばれる奨学金制度もありま
す。世界の7つの大学（日本では国際基督教大
学）で学ぶ学生のみが応募できます。この奨学生
は「ロータリー平和フェロー」と呼ばれています。

（写真中央：2018-19年度　R財団グローバル
奨学生�呉田幸子さん）
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ロータリー米山奨学生：
ロータリーには「ロータリー米山記念奨学会」と
いう公益財団法人もあります。日本最大の民間
奨学事業です。米山記念奨学会は、日本の大学
や大学院で学ぶ留学生に奨学金を提供してい
ます。
その運営はロータリー財団と同じように、会員な
どからの寄付で賄われています。各地区には指
定校があり、その学校で学ぶ留学生が奨学金の
申請を行うことができます。
クラブは地区（第2590地区、横浜・川崎）から依
頼され、米山奨学生のカウンセラークラブとな
り、クラブ会員がカウンセラーを務めます。この
カウンセラー制度があることが米山記念奨学会
のひとつの特徴です。

（2018-19学年度　米山奨学生
リーデル�ティモ�マリオさんとカウンセラーの
宮崎秀樹会員）

もっとロータリーを知りたい
次のウェブサイトで、より詳しく知ることができま
す。
国際ロータリー：

https://www.rotary.org/ja/

国際ロータリー第2590地区（横浜・川崎）：

https://rid2590.jp/

川崎北ロータリークラブ：

http://kawasaki-north-rc.blue.coocan.jp/

ロータリー日本財団：

http://piif-rfj.org/

ロータリー米山記念奨学会：

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/
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在籍会員の入会後の声

佐久間馨会員（2003年10月15日入会）
（有）ゴルフ科学研究所・ゴルフ導夢　代表取締役

1.	 入会した動機は何ですか？
若い頃からロータリークラブにあこがれてお
り、社会人1年目に川崎北ローターアクトク
ラブに入会し、ロータリークラブのメンバー
の方 と々知り合いました。
会社員をやめて独立し、会社が軌道に乗っ
たとき、以前から親しくお付き合いをしてい
ただいていた会員の方々に誘われたことが
入会のきっかけです。当時は、歴史あるロー
タリークラブの会員になれるとは、考えても
いなかったので、誘われたときにはとても名
誉なことだと感動しました。

2.	 入会して良かったと思うことは何ですか？
奉仕活動を通じて、異業種の経営者の方々
から、いろいろな知識や異なる考えかたを
聞くことができ、自分の人間形成にとても役
立っています。そして多くの信頼できる一生
の友を得ることができました。

3.	 入会して困ったことは何ですか？
最初は、毎週水曜日の昼に行われる例会に
出席する時間を確保することが大変でした
が、ロータリーの例会に必ず出席すると決
め、他のスケジュールを調整することで、か
えって生活のリズムが良くなりました。

4.	 これから入会する方にお伝えしたいことは何
ですか？
ロータリークラブはいろいろな活動を楽し
みながら成長する場です。
信頼できる仲間とより一層輝ける人生にし
ましょう。
ぜひあなたも仲間に入ってください。

松山直樹会員（2004年6月30日入会）
（株）松山工業　代表取締役

1.	 入会した動機は何ですか？
中・高ラグビー部先輩であり、所属ラグビー
クラブチーム監督でもある大先輩から誘わ
れ入会いたしました。

2.	 入会して良かったと思うことは何ですか？
・ロータリークラブでなければ知り合えないだ
ろう、とても尊敬する方々とお仲間になれる。
・私がロータリアンであることを知った瞬
間、周囲の方々が信用、信頼してくれる。

3.	 入会して困ったことは何ですか？
ロータリー活動のために今までとは違う時間
の使いかた、作りかたを習慣付けることです。

4.	 これから入会する方にお伝えしたいことは何
ですか？
誰も皆、両手にいっぱい大事な物を持って
います。新たな物を手に入れるには、今持っ
ている物を一度置く必要があります。それに
は不安で恐怖感を抱きますが、今の自分か
ら脱却し向上するには、新たな物を手にす
るしかありません。もしも、新たな物が自分
にとって不要だと思ったら、また持ち替えれ
ばいいんですから。情報だけで、行動を起こ
さなければ何も変わりません。ただし、やり
かたには条件があります。一生懸命やること
です。中途半端なやりかたは良し悪しの判
断基準になりません。自分を信じ勇気をもっ
てやってみましょう。楽しく、充実感ある大き
な成果を必ず手にすることでしょう。



7

横山芳春会員（2006年4月5日入会）
（有）横山不動産　代表取締役

1.	 入会した動機は何ですか？
他の会で、お世話になった方からお誘いを
受けました。
ロータリークラブに入会するには、当時35
歳と年齢も若く、適さないと思いましたが、
自分自身の変化を求めて、思い切って入会
しました。

2.	 入会して良かったと思うことは何ですか？
仕事上の同業種や同年代に限られた付き
合いしかありませんでしたが、異業種の方々
と交流することによって、幅広いお付き合い
と考えを持つことができました。

3.	 入会して困ったことは何ですか？
特にありませんが、例会日が定休日のため、
ゴルフに行く回数が減ったことぐらいです。

4.	 これから入会する方にお伝えしたいことは何
ですか？
入会するにあたって、不安なこともあると思
いますが、例会はもとよりさまざまな活動に
積極的に参加すれば、きっと新しい出会い
が待っています。

峯岸雅宏会員（2006年4月12日入会）
（株）綜合防災　専務取締役

1.	 入会した動機は何ですか？
私は祖父が川崎北ロータリークラブに在籍
していたこともあり、幼少期からロータリー
クラブの家族例会には参加していました。
取引先の社長様より、ロータリークラブへの
お誘いをいただいたときには嬉しく思い、二
つ返事で入会を決めました。

2.	 入会して良かったと思うことは何ですか？
同業者との会とは違い、異業種の交流がで
き、色々な諸先輩方の体験談であったり、経
営方針などをアドバイスしていただけて、人
間的にもまた会社の業績にも良い方向に進
んでいることです。

3.	 入会して困ったことは何ですか？
正直、入会して困ったことはありません。

4.	 これから入会する方にお伝えしたいことは何
ですか？
偉そうなことは言えませんが、毎週の例会に
来ていれば自ずと自分の居場所が見つかる
と思います。
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在籍会員の入会後の声

野口隆一会員（2011年4月6日入会）
（税）野口会計事務所　代表税理士
写真：「野口会員と愛娘の咲希ちゃん」

1.	 入会した動機は何ですか？
父が川崎北ロータリークラブの会員であり、
また、以前所属していた川崎青年会議所の
多数の先輩方がロータリークラブに入会し
ていることもあって、何か自分にできること
があればと思い入会しました。

2.	 入会して良かったと思うことは何ですか？
異業種の方々と異なる価値観や考えかたを
ぶつけ合うことができ、仕事を通してでは知
りえない事柄や知識に触れられることだと
思います。

3.	 入会して困ったことは何ですか？
仕事の繁忙期やプライベートで忙しいとき
にも例会はあり、クラブでの役割をどうして
も果たせないときもありますが、周囲の方々
に相談すれば快く代わりを引き受けてくださ
ります。

4.	 これから入会する方にお伝えしたいことは何
ですか？
ロータリークラブでの活動を、自分の生活や
仕事に役立てられるかどうかは、全て自分自
身の関わりかた次第です。まず、誘われるま
まに例会やクラブの行事に参加してみてく
ださい。そうすれば、必ず仲間も増え、ロータ
リー活動に意義を見出せると思います。

色摩和恵会員（2012年11月14日入会）
（有）中原ビルサービス　代表取締役（写真左）

写真：「齊木夫妻とダイビング」

1.	 入会した動機は何ですか？
私には場違いではないかと思いましたが、
地域社会、国際社会に奉仕する機会を与え
ていただけたと思い入会しました。

2.	 入会して良かったと思うことは何ですか？
「人は人から学ぶ」
素晴らしい人との出会いは人生を変えます。
ロータリーでなければ出会うことがなかっ
たであろうという機会がたくさんありました。
楽しく成長の場とさせていただいておりま
す。

3.	 入会して困ったことは何ですか？
仕事の繫忙期、週1回の例会を休みがちに
なってしまい、同じ委員会の方々に負担を
かけてしまうことです。

4.	 これから入会する方にお伝えしたいことは何
ですか？
歴史あるロータリークラブ、人生の大先輩や
異業種の方々、入会前では出会えなかった
世界をご自身の宝（財産）にしていきません
か。



9

藁科義弘会員（2015年6月17日入会）
（株）川崎フロンターレ　代表取締役社長

1.	 入会した動機は何ですか？
前任の武田さんからの引継ぎです。前職の
経験から、ロータリークラブについての知識
はありましたので、地元企業として活動主旨
に叶うものと考えました。

2.	 入会して良かったと思うことは何ですか？
前職より日本国内の広い範囲で地域社会活
動を経験してきました。今回は、会社の立地
する地域に特化して深耕する活動を目指す
ことの意義を感じています。

3.	 入会して困ったことは何ですか？
困ったほどではありませんが、会社の事業
活動が休日や国内・海外の広範囲にわたる
ため、ロータリークラブの活動になかなか
参加できないことを申し訳なく思っておりま
す。

4.	 これから入会する方にお伝えしたいことは何
ですか？
さまざまな業種業態、お立場の方々が集ま
り、いろいろな考えを持って活動されていま
す。その中に身を置くことで、新たな自分を
発見できるかもしれません。積極的なコミュ
ニケーションが大切だと思います。

谷口一成会員（2013年6月19日入会）
（株）タイツウ　代表取締役社長

1.	 入会した動機は何ですか？
父が川崎北ロータリークラブのチャーターメ
ンバーであったことから父の他界後、父と一
緒に活動していた会員の皆様に誘われて入
会いたしました。

2.	 入会して良かったと思うことは何ですか？
今までは仕事で異業種の経営者の方と交わ
る機会が少なかったので、ロータリークラブ
に入会することにより、異業種の会員とお付
き合いできるようになりました。
また、仕事上の付き合いのない経営者の方
と損得なしの交流ができることにより、多く
の知識を得ることができました。

3.	 入会して困ったことは何ですか？
入会当初は、ロータリークラブの知識がなく
戸惑ったこともありました。
また、例会の出席と仕事のスケジュールの
両立には苦労しています。特に当クラブの例
会は水曜日なので、海外出張の日程と重な
ることが多く調整が難しいです。

4.	 これから入会する方にお伝えしたいことは何
ですか？
時間の制約は増えますが、幅広い年齢層と
業種の経営者と知り合いになれます。
積極的に活動することにより、他では得難い
多くの経験を積むことができると思います。
人間力の幅を広げるためにも役立つと思い
ますので、ぜひ一緒に活動しましょう！
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在籍会員の入会後の声

妻鹿琢生会員（2016年10月5日入会）
武蔵小杉駅前法律事務所　代表弁護士

1.	 入会した動機は何ですか？
ちょうどJCを卒業するタイミングであったの
で、別の団体への入会を検討していたとこ
ろ声がかかり、入会いたしました。
仕事以外で、エネルギーを注ぐ場所が欲し
かったというのもあります。

2.	 入会して良かったと思うことは何ですか？
地元の経営者の皆様と仲良くなれたことと、
地域への貢献意識が芽生えたことです。

3.	 入会して困ったことは何ですか？
席が実質固定化していたので、なかなかお
話しできない方もいて疎外感を感じました。
（現在は解消されていると思います）

4.	 これから入会する方にお伝えしたいことは何
ですか？
ロータリークラブは公平さを重視する組織
であるため、経営者の先輩とフランクに接す
ることができます。
自己成長の場でもあるため、向上心のある
方こそ仲間として一緒に活動していきたい
です。

末永直会員（2019年6月5日入会）
末永直政務活動事務所代表　市議会議員

1.	 入会した動機は何ですか？
入会前に卓話をさせていただき、会員の方
から大歓迎を受けたことが印象に残って
います。また、個々の職業に対し誇りを持た
れ、人生をより充実させたいと思われている
方が多いように見受けられました。総じて経
営者マインド等多くを学び視野を広めたい
と志向し入会しました。

2.	 入会して良かったと思うことは何ですか？
周年行事の宮古島旅行に参加できたことで
す。純粋に楽しむ姿勢を学べた、というか楽
しかったです。人生初のシュノーケルダイビ
ング爽快でした。
また、例会での卓話を聴き、貴重な学びをさ
せていただいており大変満足しています。

3.	 入会して困ったことは何ですか？
特段困ったことは思い当たらないですね。
強いて言えば、入会して間もないのに役職
をバンバン担わせられることでしょうか。試
練だと思い、がんばります。

4.	 これから入会する方にお伝えしたいことは何
ですか？
入会される方へ、十分にお伝えできるほど在
籍しているわけではありませんが、地域はじ
め全国、全世界規模のネットワークをつくる
ことができる機会は、そうそうないはずです。
以前、友人であり、同じクラブに所属する会
員が、フィリピンのロータリアンを例会に連
れてきました。人生の幅が広がります。
一緒にがんばりましょう！
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卓話の講演者一覧（一部）
通常の例会時には、毎回「卓話」（ロータリーの専門用語）＊と呼ばれるスピーチが30分弱あります。クラブ内や他クラブ
の会員が行なったり、外部の著名な方をお招きしたりして行なっています。
＊「卓話」とは「テーブルスピーチ」の翻訳であり、その漢字には「卓（すぐ）れた話」という意味もあると思われます。

月　日	 演題	 卓話者（敬称略）
H29	1-25	 不動産鑑定士とは	 不動産鑑定士	 志村	純一
H29	2-8	 医食同源	 天然素材蔵	代表	 瀧永	聡
H29	3-22	 すごいインド：インドと日本は最強コンビ	 日印包括的パートナーシップ代表	 サンジーヴ・スィンハ
H29	4-12	 「ものづくり」をとおしての教育	 東京大学	特任教授	 草加	浩平
H29	4-26	 最幸の街の実現に向けて	 川崎市長	 福田	紀彦
H29	5-24	 肝臓手術の昔と今	 東京大学名誉教授	日本赤十字社医療センター院長	
	 	 	 幕内	雅敏
H29	6-14	 日本の憲法について	 衆議院議員、衆議院憲法審査会会長	 森	英介
H29	7-26	 中原区の治安情勢について	 神奈川県中原警察署	署長	 田中	武志	
	 サイバーセキュリティについて	 神奈川県中原警察署	生活安全課	課長	 小田	聡
H29	8-9	 医食同源パート2	 天然素材蔵	代表	 瀧永	聡
H29	9-6	 アンプティサッカーに出会って	 特定非営利活動法人	日本アンプティサッカー協会	理事長	
	 	 	 武田	信平
H29	9-27	 経済困難を抱えた子どもへの支援～未来の自分に希望を持つ	
	 	 認定 NPO	法人キーパーソン21	代表	 朝山	あつこ
H29	11-22	 認知症の早期発見・進行抑制に向けた	 タッチエム	販売代理店	橋本エンジニアリング株式会社	
	 認知機能評価支援システムの普及	 海外事業戦略本部	本部長	 高野勉
H30	1-17	 民事信託の精神について	 全国貸地貸家協会	専務理事	兼編集長	 宮地	忠継
H30	1-24	 学生アスリートのキャリア形成	 NPO	法人	Shape	the	Dream	代表理事	 白木	栄次
H30	3-14	 ロシア大統領選と今後の日露関係	 一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所	研究員	
	 	 	 吉岡	明子
H30	4-18	 メジャーリーグに学ぶビジネス成功術、メジャー流・人間力の作りかた	
	 	 国際ビジネス＆スポーツアナリスト	 タック	川本
H30	5-16	 東急のまちづくりとケーブルテレビ	 東京急行電鉄（株）都市創造本部開発事業部長	
	 	 	 高秀	憲明	
	 	 イッツ・コミュニケーションズ（株）中原・港北支局長		
	 	 	 百瀬	秀哲
H30	6-13	 外国人雇用について～留学生の採用メリットと留意点～	
	 	 株式会社ASIA	Link	代表取締役	 小野	朋江
H30	9-26	 「移動の自由」運転力を落とさないために	 レーシングドライバー/モータージャーナリスト	 松田	秀士
H30	10-24	 より良く生きるために～障害者における音楽教育の現場から～	
	 	 音楽家	 町井	友香
H30	12-12	 気候変動対策について	 環境省	地球環境局長	 森下	哲
H31	1-16	 終活のはなし	 （株）せいおんセレモニー取締役	 成田	明宏
H31	2-27	 サッカーと障がい者の自立～エスペランサの歩み～	
	 	 一般社団法人パラSCエスペランサ代表理事	神	一世子
H31	3-13	 ～犯罪や非行からの立ち直り支援について～	 更生保護法人	真哉会	理事長	 高谷	玲子
H31	3-20	 自動運転の現況と今後	 国土交通省大臣官房参事官（自動車局保障制度参事官）	
	 	 	 小林	豊
H31	4-10	 ゴルフよもやま話	 ゴルフプロデューサー	ランダムアソシエイツ代表	
	 	 	 戸張	捷
H31	4-17	 ポリオサバイバーの視点から～ポリオの最後を見届けたい～	
	 	 ポリオの会	 稲村	敦子
H31	4-24	 今だからこそ語れる秘話	 ヨコハマ	グランド	インターコンチネンタルホテル	総支配人	
	 	 	 本城	明
R1	5-29	 トラック運送業界の現状について	 日本貨物運送協同組合連合会	常務理事	 永嶋	功
R1	8-21	 私のバレエ人生とストレッチ運動講座	 JAPAN	DANCE	SCHOOL	校長	 丹羽	千種
R1	9-25	 川崎市の安心・安全を守るために	 川崎中原消防署	副署長	 熊谷	智子
R1	10-2	 子ども事件と法律	 こすぎ法律事務所	 山根	大輔
R1	11-20	 欧米人と日本人の文化の違い	 元産経新聞	フランス支局長	 清水	邦男
R2	1-15	 横浜を拓いた男たち	 参議院議員	 松沢	成文
R2	2-26	 『トクするおカネ学	資産運用編』-	金融機関は教えてくれないコストの秘密	-	 安東	隆司
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ロータリー財団＆米山奨学生紹介（敬称略）
川崎北ロータリークラブが、ここ数年カウンセラーを務めさせていただいた（いる）奨学生をご紹介
します。

呉田幸子
2018-19年度�R財団グローバル奨学生
慶應義塾大学�法学部�政治学科卒業
留学先：London�School�of�Economics�and�Political�Science
専攻：�Master�of�Public�Administration�

課程開始日：2018年9月�
課程終了日：2020年6月

重点分野：平和と紛争予防/紛争解決
留学理由・目的：「スポーツを通しての平和」
�ㅡ2021年5月、JICAの企画調査員として中米・コスタリカに赴任しま
した。（任期2年）

リョウ ヒ
2016-17学年度（2016年4月～2018年3月）米山奨学生
国籍：中国
専修大学�博士課程�文学研究科�日本語日本文学専攻
カウンセラー�相良久征会員
�ㅡ博士過程終了後、専修大学や専門学校で日本語講師として勤務して
います。

リーデル ティモ マリオ
2018-19学年度（2018年4月～2020年3月）米山奨学生
国籍：ドイツ
慶應義塾大学�博士課程�理工学研究科�開放環境科学専攻
カウンセラー�宮崎秀樹会員
�ㅡ博士過程終了後、ヨーロッパに戻り新たな環境で研究を続けていま
す。

ゲサン ワンジュ
2020学年度（2020年4月～2021年3月）米山奨学生
国籍：中国チベット自治区
洗足学園音楽大学�修士課程�音楽・作曲専攻
カウンセラー�米山元章会員
�ㅡ2021年5月現在まだ在学中です。日本で就職すべく活動中です。

モウ ウンホ
2021-22学年度（2021年4月～2023年3月）米山奨学生
国籍：中国
慶應義塾大学�文学部�国文学専攻
カウンセラー�野口隆一会員
�ㅡ2023年３月まで、当クラブがカウンセラークラブとしてお世話させ
ていただきます。毎月第一例会に奨学金を受け取りに来会に参加し
てもらいます。顔を見たら、声を掛けてあげてください。
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国際奉仕活動
2020年9月18日　救急車授与式～ナミビア共和国へ寄贈～

写真は、駐日ナミビア大使、川崎市長にご参列いただいた寄贈式の模様です。

　川崎北ロータリークラブは、2001年より国際奉仕活動を積極的に行ってきました。はじまりは、マラ
リア撲滅のため、撮影装置付き電子顕微鏡を南太平洋の島国バヌアツ共和国へ贈呈した医療支援
です。2012年と2016年には川崎市消防局より救急車を贈与いただき、バヌアツ共和国の首都ポー�
トヴィラとエファテ島に送ることができました。2016年に訪問した際、寄贈した救急車の活躍によ
り、マラリアが2020年に根絶される目途がたったと健康省の次官から報告を受け、20年かけたバ
ヌアツ共和国への医療奉仕が成果を迎えようとしていることに大きな喜びを感じました。
　2020-21年度に、クラブとしては3台目の救急車を川崎市消防局より贈与いただきました。次は
どの国に送ろうかとクラブで検討・思案していたところ、新横浜ロータリークラブ所属でナミビア観
光教育スポーツ親善大使を務めるウーリッヒ・クルツ会員をご紹介いただき、ナミビア共和国に寄
贈することになりました。
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社会奉仕活動
2019年12月4日
少年消防クラブへジャンパー寄贈

川崎市消防局中原消防署の指導の下で活動す
る少年消防クラブの子どもたちに、ロータリーの
ロゴを入れたジャンパーを送りました。同じジャ
ンパーを着ることで、子どもたちの間により強い
団結が生まれることを期待します。

2018年3月14日
神奈川県立住吉高等学校へ夜間照明の寄贈

川崎中RC、川崎とどろきRCのご協力の下、遅い
時間まで部活動などに一生懸命に励む子どもた
ちの学生生活が、より充実するようにという思い
でグランド用の夜間照明を寄贈いたしました。

2019年10月14日　
中原区剣道連盟へ中学生優勝旗の寄贈

一生懸命剣道に打ち込むキラキラした子どもた
ちの活躍を讃え、その栄光をより良い想い出と
してもらえるように、中学の部の優勝旗を中原
区剣道連盟に寄贈しました。

2019年11月15日
宮古島防風林の植樹

60周年記念宮古島旅行にて、防風林「イヌマキ」
の苗木6本の植え付けを宮原地区にある竹林公
園にて行いました。「イヌマキ」は住宅の天敵で
あるシロアリに強く、また湿気に強いに優れた
特性から木造住宅の建築材としても用いられ、
沖縄戦で焼失する以前の首里城にも、構造材と
して用いられていました。この植樹の活動は、宮
古島RCの会員と共に行われ、遠く離れた宮古島
RCと川崎北RCとの貴重な交流の場となりまし
た。
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親睦活動
2019年4月23日　川崎フロンターレVS 蔚山現代　AFCチャンピオンズリーグ 第4節観戦

2019年9月11日　親睦移動例会　箱根湯本温泉 水明荘

2019年11月15～17日　60周年記念旅行　宮古島



入りて学び、出
でて奉仕せよ

川崎北ロータリークラブ事務所

〒211-0063
　川崎市中原区小杉町3-70-4 ホーユウパレス 武蔵小杉104
　　　TEL：044-722-8037
　　　FAX：044-722-3344

　　　Email：knrc@nifty.com
　　　URL: http://kawasaki-north-rc.blue.coocan.jp/

2021年6月1日　会員増強委員会編集




