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国際ロータリー第 2770 地区 第 11 グループ 
川口/鳩ヶ谷武南ロータリークラブ週報 
 

2022/7/6（⽔）12:30 点鍾 第 1735 回例会＠鳩ヶ⾕ロータリーセンター 
 

会⻑ ⼭崎真之介 ／ 幹事 平井利和 
広報・クラブ会報委員⻑  鈴⽊尹宏 

 

 
会長挨拶／会長 山崎真之介 

 
 改めまして、皆さんこんに
ちは。 
 川口/鳩ヶ谷武南 RC 第
39 代会長の山崎真之介で
す。40歳を迎えたタイミン
グで、ついにこの時を迎えることになりました。
どうぞ一年よろしくお願いします。 
 さて、最初の会長挨拶は自己紹介にしようと
思っていましたが、触れずにはいられない時事ニ
ュースが入ってきたので今日はそちらについて
お話させていただきます。 
 みなさんの中でauユーザーの方はどれくらい
でしょうか？ 
 私自身 au ユーザーで直接的に仕事に影響を
受けましたが、自分以上に嶋田幹事の介護事業
の会社携帯がau契約であることを知っていた私
としては、日本中の医療介護を必要としている
ところでどれだけの被害が発生してしまったの
か、想像するのも恐ろしいばかりです。 
 携帯に慣れきった我々にとって全面復旧まで
86時間というのはあまりに長く、通信業界史上
最悪の事故であり、あらゆる情報の分野でも起
こりうるリスクです。 
 電話で言えば、携帯よりは信頼性の高そうな 

 
固定回線も家庭からどんどん減ってきています。
電話ボックスも同様です。ただ非常時にも有用
な電話ボックスのような公衆電話は、一方で体
育館などに非常時専用公衆電話として普及し続
けているのをご存知でしょうか。 
 また公衆電話にはよくある緑の他に、黄色や
赤色のものがあります。赤色のものが最も信頼
性が高いもので、近隣では南鳩ヶ谷のシモンと
いう喫茶店の中に今でも見られます。 
 緊急時は頑丈な一本配線での通信となるため、
話すのも聞くのも耳側の受話器を通して行う仕
様になっています。いつ何時発生するかわから
ない非常に備え、それらの場所や使い方を知っ
ておいて損はないかと思います。 
 我々は当たり前のように支援する側として活
動していますが、今回の au事故を通して、いつ
何時支援される側になるかもしれないという気
づきも得ました。支援される側はされる側で、ど
うすればスムーズな支援を受けられるのか、他
方からの支援をスムーズに地域へ提供できるの
か、本当に求められていることは何なのか、色々
考えさせられました。それらは今後も支援する
側の我々にとっても、より良い奉仕へのヒント
にもなり得ると感じます。 
 到底受け入れたくない災害ですが、起こって
しまったことからは目を背けることなく何かを
学び、前を向いていきたいものです。 
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理事会・幹事報告／幹事 嶋田悟志 

 

 
幹事報告 

 

l 地区より部門セミナー
の案内が改めてきており
ます。 

Ø 7 月 16 日 13 時より 3
部門 1 委員会（DEI 推
進委員会）合同セミナーが開催されます。参
加メンバーは山崎会長、クラブ管理運営部門
長として中山会員、クラブ研修リーダーとし
て高野会員、会員増強維持委員長として小
林会員、クラブ IT 委員長として布施会員で
す。 

Ø 7 月 23 日 13 時 30 分より青少年奉仕部門
セミナー開催されます。山崎会長と幹事の私
が参加します。青少年奉仕委員長の平井会員
は地区側で参加します。 

Ø 7 月 30 日 14 時 30 分よりロータリー財団
部門セミナーが開催されます。ロータリー財
団部門長の安藤会員に代わって私が参加し
ます。 

Ø 8月7日14時より米山奨学部門セミナーが
開催されます。米山奨学部門長の平井会員、
小林会員が参加します。 

 皆様報告もありますのでセミナー参加宜しく
お願い致します。以上幹事報告です。 
 
 
 

 
入会告示書贈呈 
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バッジ交換式・感謝状贈呈 

 

 
 

 
 

 
 

 
米山奨学金贈呈 
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前年度・新年度会計報告 

 

 

 
 

 
プログラム 

 
◆新年度委員会活動方針発表 
●副会長・クラブ管理運営部門 中山 晉副会長 
 山崎会長の新年度の構想
で、副会長に指名されまし
た。 
 1 年間、副会長として、
務めさせてらいます。とは
言え、山崎会長も嶋田幹事も、ここ数年は、クラ

ブの要職を歴任していますので、副会長の出る
幕は少ないと思いますが、自分の今までの経験
をいかしてサポートしていきます。 
 副会長の役職で、管理運営部門のまとめが有
ります。この三委員会の内、二委員会の委員長
が昨年入会の若手が指名されているので、この
委員会の相談役も務めて行きます。 
 1 年間よろしくお願いいたします。 
 蛇足ですが、私自身、2回目の会長（2015～
2016）を指名された折、これからの武南クラブ
を創っていくために、若手の会長・幹事を指名
し、自由な発想でのクラブ運営を推薦してきま
した。その計画が今年度の山崎・嶋田年度で終
わります。 
 しかしこの先が決まっていません。直近の6年
間のパスト会長とパスト幹事で、これからの武
南クラブの行先を決めてください。 
 
●SAA／出席委員会 岡田 聡委員長 
 お疲れ様です。2 年目の
岡田です。 
 2 年目にして SAA/プロ
グラム/出席をご指名頂きま
して、分からないことだら
けですが、諸先輩方にアドバイス頂きながら、務
めてまいります。 
 ご指摘やご指導ございましたら、ぜひとも遠
慮なくお願い致します。 
 
 部門計画ですが、今年度担当させて頂いた内
容を全てメモに残し次年度以降に私のように新
人が担当する場合に、困らぬよう詳細に伝えて
いけるように致します。 
 
 また昼食のお弁当を担当させて頂きますが、
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私は飲食関係が本業ですので、1年を通じて楽し
く例会に参加頂けるような、ライブ感のあるお
弁当を用意する予定です。 
 
 具体的には、次週の例会は、嶋田幹事が経営
される神楽本店の、『鰻重弁当＆小蕎麦』になり
ます。 
 蕎麦はお店から生蕎麦を預かり、例会場にて
茹でた、茹でたてをご提供予定です。 
 ぜひご期待いただければと思います。 
 
 今年度、どうぞ宜しくお願い致します。 
 
●会員増強・分類・選考委員会 小林 元委員長 
 今年度、会員増強・分類・
選考委員長に任命頂きまし
た小林と申します。 
 私自身令和４年３月に入
会ということでまだまだロ
ータリークラブに対する理解が浅い身でありま
すので、ロータリーの魅力、武南クラブの魅力を
理解し、外部に発信し、まず広く興味を持ってい
ただくことから始めたいと考えております。 
 その為には地域の催事など人の目に多く触れ
ることのできる場での活動を持つこと、また昨
年度開設したHPやSNSを積極的に活用して参
ります。 
 奉仕の輪が広がることでその持つ力が最大限
に活かされるよう努力する所存です。 
 まだまだ勉強不足ではありますが精一杯務め
て参りますのでどうぞよろしくお願い致します。 
 
 
 
 

●親睦委員会/ニコニコ委員会 布施明軌委員長 
【親睦委員会】 
活動方針：ロータリーの活
動の両輪は奉仕、親睦です。 
親睦によってクラブ会員同
士の理解、絆を深め奉仕活
動により力が入り、クラブ活動の活性化を促進
します。 
計画： 隔月以上での夜間親睦例会の実施。 
 日帰り旅行、一泊での旅行実施。 
 旅行の際は職業奉仕委員会と連携を図り 
 ます。 
 親睦移動家族例会の実施。 
 親睦ゴルフを３回以上実施する。 
 
【ニコニコ委員会】 
活動方針：ニコニコ募金はクラブの奉仕活動の
原資でありますので皆様に理解いただき気持ち
よく募金していただけるようにしたいです。 
計画： 昨年の遠藤委員長の元で好評だった「本 
 日のお題」を取り入れる。 
 寄付を気持ちよく入れてもらえるような 
 会員のおめでたいことなどを発信してい 
 きます。 
 
●社会奉仕委員会／職業奉仕委員会  
 遠藤英子委員長 
 社会奉仕、職業奉仕を任
されました遠藤です。 
 社会奉仕は前年度の経験
を生かしてフードパントリ
ーとこども食堂を実施し、
子供達の笑顔を増やしたいと思います。 
 職業奉仕に関しましては、会員の会社に訪問
し専門的な話や仕事内容などを勉強したいと思



 

 6 / 9 
 

います。 
 ご協力お願い致します。 
 
●ロータリー財団部門委員長 安藤正明委員長 
活動方針：ロータリーの名
のもとに行われる重要なプ
ロジェクトの大半はロータ
リー財団の支援を受けてい
ます。 
 その原資となる寄付を集めるため全会員に財
団の理解をしてもらいます。 
 
計画： ①財団寄付各会員200ドルを100％達成 
 する。 
 ②ポリオ撲滅に対するPRと各会員50ド 
 ルの寄付。 
 ③ベネファクター1名以上の呼びかけ。 
 ④社会奉仕部門と協力して地区補助金の 
 受給。 
 ⑤11 月の財団月間の卓話の実施。 
 ⑥10月 24日の世界ポリオデーに向けて 
 の計画。 
 

 
会場監督／岡田 聡 SAA委員長 

 

 

 
ロータリーの目的／遠藤英子会員 

 

 

 
四つのテスト／小林 元会員 

 

 

 
出席報告 

 
会員数 21 名 

免除者数 3 名 

免除者⽋席数 1 名 

メーキャップカード 0 枚 

本⽇の出席数 17 名 

本⽇の出席率 85.00% 
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ニコニコBOX報告／周 旭東さん 

 

＊本日のお題 
＜好きな国、行ってみたい国は？＞ 

間島会員 
新年度よろしくお願いします。 

＜日本が好きです＞ 

押田会員 
平井会長ありがとうございまし

た。山崎会長 1年間よろしく。

＜フィジー、サモア＞ 

鈴木会員 
山崎年度スタートおめでとうご

ざいます。1年間よろしく。 

＜日本＞ 

菅野会員 ＜日本＞ 

安藤会員 
今年度財団寄附よろしくお願い

します。＜ウクライナ＞ 

髙野好勝 
本日は早退いたします。よろし

くおねがいします。 

＜アメリカ＞ 

中山会員 
山崎、嶋田年度スタートおめで

とう！！。＜日本全国＞ 

布施会員 
山崎年度よろしくお願いしま

す。＜フィンランド＞ 

清水会員 ＜アメリカ＞ 

嶋田会員 
新年度よろしくお願いします。

＜行ってみたい国・ドバイ＞ 

山崎会員 
一年間宜しくお願いします。 

＜日本 行ってみたい国・スリ

ランカ＞ 

遠藤会員 ＜ヨーロッパ全部＞ 

平井会員 
山崎会長、嶋田幹事、1年間よ

ろしくお願いいたします。 

岡田会員 
今年度宜しくお願いします。 

＜アメリカ、ハワイ 久しぶり

に行きたいです＞ 

斉藤会員 ＜イギリス＞ 

小林会員 
新年度宜しくお願い致します。

＜行ってみたい・イタリア＞ 

 

本日合計 37,000 円 
年度累計 37,000 円 

 
次回のお題 ＜未定＞ 

 

 
次回の予定 

 
l 7/13（水）例会@例会場＆Zoom 

Ø ガバナー補佐訪問 
Ø 新年度委員会活動方針発表 
Ø 雑誌の時間＠髙野委員長 

l 7/20（水）休会（定款適用・祝日週） 
l 7/27（水）例会@夜間親睦例会 18：00～ 

 会場：神楽本店 
※新型コロナの状況によっては予定の変更をす
ることもございますがご了承ください。 
 

 
今月の誕生日 

 
7/1 髙野好勝会員 

7/13 鈴⽊尹宏会員 

7/18 嶋⽥美樹令夫⼈ 
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7 月のロータリーレート 

 
136.00 円/$ 

 
【編集後記】 
 新年度が始まりました。今年度も引き続き
宜しくお願い致します。 

事務局 野村 
 

 
例会風景 
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