
1. 10/5、ソシアにて「米山カウンセラー研修会」が開
  催されます。増田(敏)カウンセラーに参加していた
  だく予定です。宜しくお願い致します。
2. 10/7、ホテルプラムの会場とzoomによる「Ｒ財団セミ
  ナー」が開催されます。
　  林ロータリー財団委員長、齋藤幹事にzoomにて参
  加していただく予定です。宜しくお願い致します。
3. その他
① 9/25（金）マリーン友の会によりゴルフコンペを開催
  いたしました。
  参加いただいた皆様お疲れ様でした。
② 10月は「地域社会の経済発展月間」及び「米山月
  間」です。本日より、米山奨学特別寄付を集めさせ
  ていただいていますので、ご協力のほど宜しくお願
  い申し上げます。
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★司会　松下　和喜 SAA
点鐘　山﨑美津夫 会長★
ロータリーソング「君が代」「奉仕の理想」★

　ソングリーダー　 瀧口幹子 会員

委 員 会 報 告 

　出　席　報　告 南一朗 出席委員長

ビ ジ タ ー 紹  介
〇ありません

〇スピーカーゲスト

　 徳安　久是 様（川崎中原ＲＣ）

　 演題　「いけ花の文化」

〇ロータリー米山奨学生

　 ハー タム ファンさん
 増田(敏)カウンセラーより

　 米山奨学金を授与しました

会　長　報　告 山﨑美津夫　会長
〇ありません

〇小山宏明  前期地区財務委員長
 2019-20年度会計監査行いました
〇河口武生　会員増強大会防止委員長
 過去2590地区会員数の減少推移及び会員増強
 のお願い
〇島田精二　ロータリー広報雑誌委員長
 ロータリーの友、ガバナー月信掲載記事の紹介
〇増田敏雄　ロータリー米山奨学事業委員長　
 10月米山月間「米山特別寄付」について御協力
 のお願い　　　　　　　　　　

1. 例会変更のお知らせ
2. 新型コロナウィルス関連活動支援のための補助金プ
 ロジェクトを先般より募集しておりますが、今のところ
 特に申請がありません。締切りを10月25日頃までと
 いたします。医療現場等、コロナ関連の活動を支援
 するもので何かありましたら応募ください。

2  次週8日はハイブリット例会を開催いたします。オン
 ライン参加者へは詳細をメール致します。例会場へ
　 参加の方は４階第３会議室て行います。
3.本日、理事会を開催いたします。理事役員の皆様は
 この場にお残りください。

○川崎とどろきＲＣ
　　10/12 （月）　休会
　　10/26 （月）　休会
〇川崎西北ＲＣ
　　10/29 （木）　休会（第５例会の為休会とします）　
〇川崎西ＲＣ
　　10/30 （金）　定款休会　
○川崎中ＲＣ
　　10/13（火）　 休会
○川崎ＲＣ
　　10/29（木）　 休会（定款第8条１節により）
　　11/26（木）　 休会（祝日扱い）
○川崎幸ＲＣ
　　9/25（金）　   休会
　　10/30（金）　 休会
　　11/27（金）　 休会（理事会裁量により）
○川崎大師ＲＣ
　　10/14（水）　 地域へ飛び出そう移動例会
　　　　　　　　　 12：30点鐘後
　　　　　　　　　 大師公園ベガキッズランド清掃活動

◎10月8日（木） ハイブリット例会
　　　　　　　　　　 「会員卓話」松中秀司 会員

◎10月15日（木） 川崎市定時制振興会学生卓話

◎10月22日（木） 「会員卓話」髙橋知里 会員

　　　　　　

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

今 後 の 予 定

齋藤保則　幹事幹　事　報　告

川 崎 マリ ーン  ロ ータ リ  ーク ラ  ブ
例　会 毎週木曜日12:30

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)

　　　 TEL.044-222-4416

事務局 〒210-0004 川崎市川崎区大島1-26-13-1F

　　　 TEL.044-200-9249 FAX.044-200-9252

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

2020～２1年度 ＲＩテーマ
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ゲ  ス  ト  紹  介 　山﨑美津夫　会長 
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ホームクラブ
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38 34 26 8 76.47



本 日 卓 話

本日のニコニコ     34,500円

　　　累計金額   237,500円

◆ 福嶋会員
　 10月度の例会は都合により休ませていただきます。
 正代の優勝おめでとう。相撲界は世代交代となりますね。
 少々ですがニコニコへ。
◆秦会員
 来週8日の卓話を受けたのですが、どうしても私用で休
 ませてもらいます。その分、松中会員にお願いしました
 ので宜しくお願いします。
◆増田(敏)会員
 妻の誕生日に素敵な花を有難うございました。
 とても喜んでおりました。
◆野口会員
 徳安様、本日はようこそ。　
 大山阿夫利神社では大変お世話になりました。
◆松中会員
 徳安様、卓話のほど宜しくお願いいたします。
◆小枝会員
  徳安様、ようこそマリーンの例会に。
 本日は卓話宜しくお願い致します。
◆小山会員
  徳安様、本日の卓話宜しくお願い致します。
◆河口会員
 徳安様、本日の卓話楽しみです。
 宜しくお願い致します。
◆島田会員
 10月は米山月間です。
 今年も米山を宜しくお願い致します。
◆鈴木会員
 来週のロータリー財団セミナーはZoomを取り入れた
 ハイブリット会議となります。
 現在その用意でてんてこ 舞いです！！
◆三野会員
 心筋梗塞で9/10より10日間入院してカテーテルで 
 ステ ン  ト2本入れました。 まさに死ぬところでした。
◆増田（洋）会員
 14時から内定式を開催します。
 12名の若者が参列します。
◆山﨑会員
 先週、友の会ゴルフコンペ表彰式に参加された 皆様、
 お疲れ様でした。
 川崎中原ＲＣ徳安様、本日はお越しいただき有難う ご
 ざ います。卓話楽しみにしておりました。
◆御幡会員
 だいぶ涼しくなりましたね。
 季節の変化にお気をつけて...
 徳安様、本日の卓話宜しくお願いします。

【略　歴】
 〇華　道
 　・1978年４月草月流入門（慶應義塾大学華道会入会）
　・1999年から草月流の代表作家による展覧会に連続出展
　・2000年末慶應義塾大学第２回世紀送迎会せ　　　　
 　(100年に一度のｲﾍﾞﾝﾄ)会場り花の近年の活動　
　・鎌倉五山第一位建長寺様　重要文化財唐門前に「建長
 　 まつり」お迎え花制作。　　　
　・同寺 龍王殿 中国大使講演会装飾花、・清閑亭（小田原
　 登録有形文化財）日展作家 書道家堤女史とコラボ その
　 他、・川崎市主催「花アヴェニュー」、・神奈川県華道連盟
　 展、・川崎市民芸術祭、・川崎市茶華道協会展、・中原区
　 文化祭等に出展、日常では中原区役所装飾花を輪番制
　 (月1度)で担当等。
 〇講師・講演会(ファイナンシャルプランナー)
 ・厚生労働省基金訓練ＦＰ養成講座､・厚生労働省FP
 　技能士検定２級特例講習､・日商検定簿記講座簿、
　・郵便局暮らしの相談センター相談員､・大和證券土
　曜セミナー他
 〇著書・出版物
 ・ＦＰ関連テキスト等（共著含む）､・日本法令､
 ・主婦と生活社､・通信教育ユーキャン､・日建学院
 （建築資料研究社）､・ダイエックス､・すばる舎､
 ・旬報社､・新星出版 他

本日は「いけ花の文化」と題して、徳安様にお話していただき

ました。日本古来からの文化である「いけ花」について、日本

人でありながらその歴史や起源については知らないことが多

く、お話を伺うことができて大変勉強になりました。

伝統的な日本の芸術文化として難しい印象がありましたが、

もっと身近に感じらるようなお話でした。これから日々の生活

の中で美しい花を眺め心を豊に過ごしていきたいと思いまし

た。本日の卓話、誠に有難うございました。

★本日は卓話をさせていただき有難うございます。
 徳安 久是 様（川崎中原ＲＣ）

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 御幡幸男 副会長

クラブ会報担当：宮本欣淳委員長

本 日 の 卓 話

演　題　『いけ花の文化』

　　

 

徳安　久是 様

川崎中原ロータリークラブ

　　
 

ポリオプラス  

■財団室ＮＥＷＳ 10月号　2020.9.28発行

  【10月24日 世界ポリオデーに行動を！】

  今年も国際ロータリーの「世界ポリオデー オンライ
 ン 特別プログラム」がフェイスブックで世界各地に配

信されます（日本では日本語で配信）。2020年世界ポリオデー
のテーマは、「ポリオとの闘いの勝利は世界的な保健のための
勝利」です。このプログラムでは、ロータリーとパートナー団体に
よるポリオ根絶活動の最新情報に加え、ポリオ根絶へのこれま
での投資が、新型コロナウイルスの大流行への対応など、ほか
の世界的保健の取り組みにいかに生かされているかを紹介しま
す。（日本時間10月24日午前8時配信予定）また、今年はアフリ
カ地域で野生型ポリオウイルスが根絶され、ポリオ根絶に長年
取り組んできたロータリーにとって大変嬉しいニュースとなりまし
た。日本の主要メディアでも取り上げられましたが、ポリオ根絶に
取り組む団体としてビル＆メリンダ・ゲイツ財団やUNICEF（国連
児童基金）、国際協力機構（JICA）の名が挙げられ、ロータリー
に言及したメディアはほとんどありませんでした。ロータリーが
「世界からポリオをなくす」というビジョンをはじめに思い描き、ポ
リオ根絶活動において大きな役割を果たしていることを示すに
は、今後も10月24日の世界ポリオデー　　　　　　　　　　　　　　　

にクラブが一斉にイベントや活動を実施

し、地元メディアにプレスリリースを送ると

いった努力が必要とされます。　　　　　　　　　　　　　　　　　

また「ポリオのない世界」という最終目標

を達成するには、今後も活動資金を募り

一般の認識を高めていくことが大切です。


