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司会　伊藤  秀司 SAA
点鐘　名古　  治 会長
ロータリーソング

「それでこそロータリー｣

 ソングリーダー　望月幹仁 会員

増田洋一 　　　　　　出席報告

会長報告 名古　治　会長 

　　　　　　
　

　

　

　　

今日の花

委員会報告

　

                                              出席委員長

御幡幸男　幹事

＜花言葉＞
　　　
・集団美、素朴

★スプレーカーネ

幹事報告

会員数

本　日

前々回

出席率
該当者

出席者 欠席者 出席率
メイク
アップ

ホームクラブ

34

出席率

前回修正

34

33 25 75.76

33 24 72.73     9 3 81.82
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山崎美津夫　親睦活動委員 

なし

■

■

■

■

■

轟 淳次 第2590地区 第１グループガバナー補佐
　地区大会への御礼、報告

小山宏明　親睦活動副委員長
　11/14(木)親睦活動委員会例例会の件
　12/19(木)クリスマス会家族会のご案内

山本栄次　国際奉仕委員長
　10/19(土)日韓親善会議の報告

佐藤明彦　米山記念奨学事業委員長
　米山記念奨学会ご寄付御礼とお願い

鈴木慎二郎　Ｒ情報委員長
　ガバナー公式訪問の件

1.マリーンＲＣ杯学童野球大会
　11/24(日)開会式 8：00～京町小学校
　12/1 (日)閉会式14：00～宮前小学校※決勝
2.川崎区学童軟式野球 新人戦のご案内
　11/4(月祝日)開会式 8：00～大師少年球場
　11/16(土)　 閉会式　13：30～大師少年球場
　11/9、10試合
3.第30回青少年指導者養成セミナー(RYLA)
　2014/2/15(土)～16(日)1泊2日
4.エチオピア民族舞踊団　川崎公演の御協力
　御礼並びにチケット購入のお願い
5.11/7(木)クラブ協議会出席のお願い

ビジター紹介　　　　　

なし

川崎とどろきＲＣ　川崎中ＲＣ

＊週報を送ってくださったＲＣ

川崎マリーンロータリークラブ
国際ロータリー第2590地区 創立1993.2.19

例　会 

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)

 

事務局 〒210-0004 川崎市川崎区宮本町2-27-402

　　　 　　  

U R

毎週木曜日12:30

　　　 　 TEL.044-222-4416

TEL.044-200-9249 FAX.044-200-9252

  

    http://kawasakimarine-rc.com/L:

E-mail:marin-rc@eagle.ocn.ne.jp

　

2013～2014年度
ＲＩテーマ

2013. 10.24     VOL.21   No.16                      973

 Engage Rotary,Change Lives  
     ロータリーを実践し
 みんなに豊かな人生を

 

 2013-2014
 

ロン Ｄ.バートン

年度 RI会長
    Ron D. Burton
     

副会長
三野公一

幹　事
御幡幸男

会　長
名古　治
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今後の予定
◎

◎

◎

 10月31日(木)→11月　6日(水)変更
　　　　　　　  「３ＲＣ合同夜間例会」
　　　　　　　　 受付 18：00　点鐘 18：30
　　　　　　　　 川崎日航ホテル12階「西・中の間」
 11月 7日(木)  ガバナー補佐訪問・クラブ協議会

　　　　　　　　 第2590地区 第１グループ ガバナー補佐
                 轟　淳次 様
 11月14日(木) 「ｸﾗﾌﾞ国際奉仕委員長会議出席の報告」

　　　　　　　　「第12回韓日親善会議の報告」
　 　　　　　　　山本栄次 国際奉仕委員長　　　 

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

名古　治　会長 ゲ ス ト
なし

公益財団法人 日本盲導犬協会

神奈川訓練センター

中村　士　様・松尾　篤　様

盲導犬ジョン　

名古　治　会長 スピーカー紹介スピーカー紹介

1.例会変更のお知らせ
2.10/19日韓親善会議に山本会員が参加しました。
3.地区大会の御礼
4.10/28(月)川崎中央ＲＣ職場訪問へ名古会長、
　三野副会長が出席します。
5.11/1(金)地区雑誌委員長会議に鶴田委員長、御
　幡幹事が出席
6.10/31(木)→11/6(水)振替
　３ＲＣ合同夜間移動例会



クラブ会報担当　小枝義夫委員長

理事・役員・委員長　退任挨拶

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 三野公一　副会長

◆

◆

◆

◆

◆

◆

伊藤秀司会員
　皆様、地区大会お疲れ様でした。今朝、車に乗ったら
　ラジオをつけていなのに猫の泣き声が聞えて...
　誰かが私に怨みをもって猫になって呪っているかと
　｢ゾ～｣っとしたら、子猫がボンネットの中エンジンの
　上でうずくまっていました。

森野会員
1.鶴田さん、ハワイ結婚式おめでとうございました。
2.松尾様、中村様、ジョン様本日の卓話宜しくお願いし
　ます。ワン！ワン！
　募金箱は一口1,000円からでお願いします。

内田会員
　愚妻へ誕生日のお花有難うございました。
　皆様に宜しくお伝え下さいとの事です。
　ダイエット順調です。

山本会員
　伊藤恒満さん、先日は中古車の手配や廃車の手続き等
　で大変お世話になりました。
　さすがプロですね。

飯坂月会員
　昨日、知合いのコンペにしかたなく参加しました。
　自分は92回だったのですが、あとの3人で440回を超え
　ました。ボール捜して足が棒のようです。
　もっと上手くなってからゴルフして下さい。

名古会員
　今月はホームでの例会が少なく、ニコニコも少し寂し
　い感じがします。
　皆様、御協力をよろしく！！

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

轟会員
　過日の地区大会にご参加いただきましてありがとう
　ございます。又、反省会ご参加の皆様、ありがとう。
　残金をニコニコに協力させて頂きます。　

野口会員
　地区大会が無事終わってホットしてます。

小山会員
　日本盲導犬協会松尾様、中村様、本日の卓話宜しく
　お願い致します。

鈴木会員
　松尾様、中村様、本日の卓話宜しくお願い申し上げ
　ます。また台風が近付いています。
　皆様、お気を付け下さい。

河口会員
　日本盲導犬協会の松尾さん、中村さん、本日はお忙
　しい中お出でいただきまして、ありがとうございま
　す。

武藤会員
　森野さん担当の卓話楽しみにしています。

福嶋会員
　地区大会無事成功に終わりましたね。マリーンＲＣ
　の力量も大したものです。ご苦労様でした。

秦会員
　10/18、19の地区大会はガバナー補佐、その他関係
　者の方々、ご苦労様でした。

山崎会員
　先日の地区大会ご苦労様でした。
　最近は週末になると雨が多いので皆様足元にお気を
　付け下さい。

東日本大震災義援金　 3   円

　　　累計金額 　　 42,000　円

,000 本日のニコニコ　　　17,000　円

　　　累計金額  　 376,000　円

本日の卓話

　　　　　

松尾　篤 様

中村　士 様

『視覚障害者と盲導犬の現状について』

森野知良 社会奉仕委員長担当

　　　
盲動犬はどんな犬でもなれるものではなく、子犬の繁殖から盲導犬の候補として育て実際
に活躍できるのは１０匹のうち３～４匹だそうです。盲動犬になれなかった犬は、今日連
れてきたジョンのようにＰＲ犬として盲動犬の普及活動をしています。また一般の家庭に
引き取られペットとして暮らしたりしています。
現在、視覚障害の方は約３７万人いて、その内３千人の方が今すぐ盲導犬を必要としてい
ます。それに対して盲導犬の数は１，０１３頭とまだまだ少ない現状です。盲動犬育成に
は資金が必要ですが、国からの補助は充分ではなく９割以上募金活動での寄付に支えられ
ています。
視覚障害の方は白杖を使って歩行しますが、下半身より下の安全を確保できても、上半身
は杖では探れません。トラックのミラーや木の枝などの障害物は感知できません。盲動犬
の場合は、犬が人の目になってくれて、空間にある障害物を事前に教えてくれます。白杖
による歩行に比べ、安全で楽しく歩行できるようになり、行動範囲が広がっていきます。
現在、盲動犬を必要としている視覚障害者の方に出来るだけたくさんの盲導犬をお届けし
たいと考えています。是非、皆さんのご支援を頂けますようご協力をお願いします。
又、身体障害者補助犬法が制定されていて、公共交通機関やレストラン等に盲導犬を同席
しても良い事になっています。残念ながらまだまだ認知度が低くトラブルになるケースも
ありますこの法律の啓蒙に皆さん是非協力していただきたく思います。
本日は、大変貴重なお話とジョンの歩行実演を見せていただき、盲導犬についての知識や
理解を深めることができた有意義なものとなりました。
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