
 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

                                    

         

 

 

 

 

 

 

                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長    山口久仁幸 

副会長    今村  勲 

幹 事    森田 康之 

クラブ広報  槙  孝夫 

S A A    須田  清 

会 計    茂木 浩之 

 

★本日のＢＧＭ★ 「夏の思い出」「サマー・サンバ」「ボラーレ」 

 

 本日のプログラム 

第 1868 回 8月 6日(水) 

 

♦山森 喬夫様＆谷口会員 

 

 次回のプログラム 

第 1869 回 8月 20日（水） 

 

♦増強クラブフォーラム 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

第 1867 回 7 月 30 日（水） 例会記録 

No. 4 

 

2014-15年度 RIテーマ 

ロータリーに輝きを「Light Up Rotary」 

2014-15年度 地区活動方針 

「ロータリーは人づくり そして奉仕」 

 

例会場  東京信用金庫 蕨支店内  川口市芝新町 9-10 

例会日  毎週水曜日 点鐘：12：30 

事務所  川口市芝 2-4-25 ℡：048-423-0443 Fax：048-261-9756 

E-Mail   kawaguchi-nrc@bloom.ocn.ne.jp 

 

国際ロータリー2770 地区 第 12 グループ 

KAWAGUCHI NORTH 川口北ロータリークラブ 

 

8月の R レート＝102円 

山口 久仁幸会長年度テーマ 

「誰にでもできる心の奉仕 融和をモットーに！」 

創立 40 周年 

1976 年 3月 3日創立 

クラブより記念品（甚平・雪駄） 

mailto:kawaguchi-nrc@bloom.ocn.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソ ン グ リーダ ―  槙  孝夫会員 

 会 長 挨 拶       山口 久仁幸会長 

 

 

 

 

 

川口北ロータリークラブ第 40代会長となりました 

 

 

 

 

佐世保でまた悲惨な事件が起きてしまいました。何

年か前にもこのような事件があり、教育委員会とし

て命の大切さについてしっかり教育して来たにも

関わらず、また起きてしまったことに大変ショック

を受けたという記事を読みました。いくら学校教育

をしても、家庭での教育、つまり愛情が少なくては

意味がないということを、物語っていると思いまし

た。加害者の少女は高級住宅街で育ち、教育熱心な

両親に育てられました。本人も勉強が好きであった

という話です。しかし、実母が病気で亡くなり父親

が再婚した頃から一人暮らしを強いられていたそ

うです。加害者を擁護するつもりはありませんが、

愛情の欠如ではないのかと思うと、悲しいですね。

「厚いつもりで薄いのが人情。薄いつもりで厚いの

が面の皮。」と申しますが、親の責任も重大だと考

えます。私は日頃より、人情、根性だけは強くあり

たいと思っております。また前にお話をさせていた

だいた、「誰にでもできる七つの奉仕」の中で、「行

いの奉仕」（自ら進んで席をゆずこと）とあります。

先日この「行いの奉仕」をされてしまいました。 

私ごとですが、先週に腰を痛めてしまい、杖を持

って電車に乗った所、若い女性に「どうぞ」と席

を譲っていただきました。初めての事でした。そ

して彼女が電車を降り時には、感謝の気持ちの言

葉を掛けようと思ったのですが、機会を逃してし

まいました。「口の奉仕」ができなかったのです。

皆さんに自分で言っておきながら、なかなかでき

ないものだと実感をいたしました。しかしひとつ

踏み出せば、後はスーとできる気もいたします。

「誰にでもできる七つの奉仕」をされるのではな

く、必ず実行に移して行きたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー財団部門セミナー報告 

     7月 27日 さいたま共済会館にて 

[2014-2015年度ロータリー財団の目標] 

1. ポリオを撲滅する。今年こそ目標を達成し

よう。 

2. 継続的な寄付を通じて、ロータリー独自か

つ唯一の慈善事業を支援する。 

3. 持続可能な教育的・人道的プロジェクトに

参加することで、新しい補助金プログラム

の発展を確かなものとする。 

4. ロータリー平和センター・プログラムの推

進と広報を通じて、世界理解、親善、平和

を育む。 

5. ロータリー財団の未来の健全性は自分た

ちにかかっていることを強調する。 

 

今年度目標寄付額 ： 年次寄付   200ドル 

          ポリオプラス 50 ドル 

計 250 ドル 

 

誰にでもできる七つの奉仕 

1.「心の奉仕」 他人や他の存在に対する 

         思いやりの心を持つこと 

2.「体の奉仕」  体を動かすことをいとわない

こと 

3.「顔の奉仕」 柔和な笑顔をたやさないこと 

4.「眼の奉仕」 優しいまなざしをむけること 

5.「口の奉仕」 思いやりのこもったあたたか

い言葉をかけること 

6.「耳の奉仕」 他人の話をよく聞くこと 

7.「行いの奉仕」自ら進んで席をゆずること 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 客 様 挨 拶 

今年度派遣学生出発挨拶    松井 蒼君 

             

 

 

 

  

 

 

幹  事  報  告     森田 康之幹事 

1.7・8月例会スケジュール 

7/30 千葉秀樹会員卓話  

「沖縄サンゴ礁の保護」 

   派遣学生松井 蒼君出発挨拶 

   交換留学生アドリアン・ 

ウィーゼ君帰国挨拶 

8/6  山森 喬夫様 / 谷口会員卓話 

8/13 休会 第 6条 1節（C） 

8/20 増強クラブフォーラム 

8/25 親睦納涼夜間例会 

8/26 休会 親睦納涼夜間例会振替 

 

2.地区セミナースケジュール 

8/2   奉仕プロジェクト部門セミナー 

市民会館いわつき 13時 30分点鐘 

8/3   米山記念奨学部門セミナー  

ラフレさいたま 13時 30分点鐘 

8/9   管理運営部門セミナー  

埼玉県県民センター 14時点鐘 

8/17 第 27回インターアクト年次大会 

           栄東中高等学校 受付 9時 

9/13 ＲＬＩパートⅠ   埼玉会館 10時開会 

        

 

イタリアのトレントへ派遣させていただきます。

イタリアへ行ったらお茶をたてようと考えていま

す。茶道の世界では、思いやりの心が大切なので 

日本人の良さや日本の文化を伝えるには、とても

良い手段だと思います。また、日本のアニメキャ

ラクターを紹介したいです。僕には中学 1 年生の

ホストブラザーがいるそうですので、アニメの話

で交流を深めたいと思います。そして日本に帰っ

てきたら、イタリアの文化をより多くの人に伝え

るという親善大使としての役割を果たしたいと思

います。1 年間のオリエンテーションを終え、こ

こまで皆様のお蔭で来ることができました。本当

にありがとうございました。感謝してもしきれな

いです。これからもよろしくお願いいたします。 

 

交換留学生帰国挨拶 アドリアン・ウイーゼ君 

皆さんこんにちは。この 1年間 

とても楽しく過ごすことができ 

ました。また学校では、たくさ 

んの友達もできました。ホスト 

ファミリーの松井さん、柿木さ 

ん、上野さんにはとても優しく 

親切にしていただきました。 

皆さん本当にありがとうございました。 

委 員 会 報 告 

増強委員会        谷口  顕委員長 

幹事報告にもありましたが、 

来週の例会に、卓話者として 

山森 喬夫様がいらっしゃい 

ます。 

親睦委員会        森川 昌紀委員長 

8月 26日(火)18時 30分より 

そごう屋上「サッポロビール 

川口ビール園（ビアガーデン） 

にて、親睦納涼夜間例会を開 

催いたします。そこで、谷口 

直前ガバナー補佐の慰労会と 

新会員宇佐見一郎さんの歓迎会も行いたいと思い

ますので、ご参加お願いいたします。 

＊ジンギスカン食べ放題と 6 種類のビール飲み放

題です！！ 

 

 

 

計 250 ドルです。 

また、RI ゲイリー会長は 2018 年までにポリオを完

全に撲滅することは可能だと述べておられます。ま

た日本の医療制度は世界から信頼を得ております

し、日本のポリオ資金提供には期待をされておりま

す。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

松井  蒼 君    松井 美保 様 



 
本 日 の 卓 話 

「CPP（珊瑚植付プロジェクト）」千葉 秀樹会員 
 

 

 

 

 

 

 

2014年 6月 15日、再び珊瑚の植付プロジェクトに

参加してきました。元々は京都南 RCの創立 55周年

記念事業として環境保全委員会が平成 20 年に開催

したのが始まりですが去年から那覇西 RC が引継行

っている事業です。那覇中心部から車で 5分程の場

所に、三重城港（みーぐすこう）があります、この

港にサポートをして頂いてるダイビングショップ

「トロピコ」の船が係留しています。朝この港に集

合して那覇西 RC の会長の挨拶に始まり珊瑚植付の

注意事項の説明を聞きます。船は沖縄本島と慶良間

諸島の中間に位置する、ちーびしという無人島に向

かいます。昨年もここで植付をしましたが、昨年の

植付けた珊瑚は風向きと潮の流れの都合で経過を

見ることが出来ませんでした、とても残念でした。

水深が 7ｍと浅くうねりも強かったのですが、2 回

目ということもあり植付作業は楽しく作業するこ

とが出来ました。那覇西 RCは 2580 地区で財団の補

助金を受けて今後もこの事業を継続的に繋いでい

きたいと思っているそうです。 

 

出席・ニコニコ報告  藤原 忠雄委員長 

松井美保様 いつもありがとう 

      ございます。来月 

      出発します！ 

山口久仁幸 松井さん元気に 

      いってらっしゃい 

      アドリアン君この 1 年の経験を生か

して下さい。 

森田 康之 松井君イタリア１年間気を付けて。 

磯  利昭 ご無沙汰して申し訳ありません山口

年度もよろしくお願いします。 

今村  勲 千葉さん卓話ありがとうございます。 

切通 勇次 本日もよろしくお願いします。 

小林  忠 千葉さん卓話よろしくお願いします。 

須田  清 もうすぐ夏休み。 

田中 一任 本日もよろしくお願いします。 

谷口  顕 本日もよろしくお願いします。 

千葉 秀樹 本日もよろしくお願い申し上げます。 

槙  孝夫 千葉先生卓話よろしくお願いします。 

増田  徹 千葉さん本日は宜しく。楽しみです。 

森川 昌紀 アドリアンお元気で！松井蒼君あと

１か月こびっと頑張って下さい。 

藤原 忠雄 千葉さん今日は楽しみにしておりま

した、宜しくお願い致します。 

15 口 21,000 円 累計 136,000 円 

 

会員 出席 計算 MU % 

24 15 20 5 100 

 

 


