
第１３２３回例会１０月 ９日（金）招聘卓話         ホテルモリノ 

第１３２４回例会１０月１６日（金）近隣清掃活動      ホテルモリノ 

第１３２５回例会１０月２３日（金）R財団セミナー報告   ホテルモリノ 

 

 

 

【開会点鐘】 蓬田 忠 会長   【S.A.A.】 木村 良三 委員 

【例 会 場 】 ホテルモリノ 

【 ソ ン グ 】 国歌『君が代』  ロータリーソング『奉仕の理想』 

【ゲスト・ビジター紹介】         蓬田 忠 会長 

◆森政 忠雄様 （川崎市折鶴の会 会長） 

◆山本 誠子様 （川崎市折鶴の会 副会長） 

◆米山奨学生 徐
じ ょ

 菁一
せいいち

 さん 

◆栗田 将弥様 （圓城寺会員 ご友人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今月の誕生日・記念日】        青戸 慶太 親睦委員長 

〈会員〉大石佳会員(９日)、杉山遼会員(９日)、 

     梅澤馨会員(１３日)、黒木啓太郎(２１日)、 

     佐藤忠博会員(２８日)  

〈奥様〉中山隆弘会員夫人 理紗様、川﨑航会員夫人 麻里子様、 

佐藤達弥会員夫人 萌様 

〈結婚記念日〉大野勉会員、鈴木豊成会員、 

         鈴木憲治会員、鈴木昭弘会員 

【代表して黒木啓太郎会員コメント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第４回理事・役員会報告】 

         蓬田 忠 会長 

１．指名委員会発足について 親松直前会長 【承認】 ※下記 

２．クラブ細則（内規）について  蓬田会長       【保留】 

３．新型コロナ関連活動支援応募について 蓬田会長 【保留】    

４．グループLINEについて      大野会員        【保留】 

【会長報告】        蓬田 忠 会長 

１．１０月のＲI レート １ドル＝１０５円 

２．ガバナー事務所より、米山奨学生 

現況調査（2回目）の依頼が届く。 

３．米山梅吉記念館より、賛助会入会の 

お願いが届く。年間会費 3,000円（一口） 

４．麻生観光協会より、協賛金のお願いが届く。 

【幹事報告】           川﨑 航 幹事 

★例会変更 

○川崎西ＲＣ 10/30（金）休会   

○川崎西北ＲＣ 10/29（木）休会 

○川崎ＲＣ ○川崎マリーンＲＣ ○川崎大師ＲＣ 

 

 

 

 

 

  

［例会日］第 1・2 金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-953-5111 

［例会日］第 3・4 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

※第 5 金曜日  休会または移動例会,他 連絡先：川崎麻生ロータリークラブ事務所 TEL：044-951-1322 

第 1322 回 例会記録 2020 年 10 月２日（金） S.A.A.委員長 中山 隆弘 

 

 「緊急事態宣言が出ていた自粛期間は、 

のんびりしていましたが、今になってかなり忙しくなっています。

日本各地を回らなくてはならず、日帰りで沖縄へ行ってきます。」 

 

  

 

 

 

森政 忠雄様 

山本 聖子様 会長より奨学金を受ける徐菁一さん 

  

今月 10月に記念日を迎える会員 

徐さんへ  

Happy Birthday ! 
ケーキとお花をプレゼント 



○川崎中ＲＣ ○川崎とどろきＲＣ ○横浜あざみＲＣ 

※「ロータリー豆辞典」が届いております。お読みください。 

※10月は会費納入月です。宜しくお願いいたします。 

【出席委員会】         円城寺 広明 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1322回 32 23 9  71.9％ 

1321回 32 20 12 1 65.6％ 

1320回 32 22 10 1 71.9％ 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1322回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会    18件 ￥18,000 

ロータリー財団委員会 3件 ￥16,500 

米山記念奨学委員会    4件 ￥36,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】      森 啓伊 委員長 

◇蓬田忠会長【折鶴の会様 本日宜しくお願いいたします】 

◇川﨑航幹事【同上】 

◇大野勉会員【森政忠雄様 本日の卓話宜しくお願いいたします】 

◇鈴木憲治会員【今月米山月間です。宜しくお願いいたします】 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇円城寺広明会員 

◇親松明会員 ◇梶俊夫会員 ◇木村良三会員 

◇黒木啓太郎会員 ◇佐藤達弥会員 ◇鈴木昭弘会員 

◇鈴木豊成会員 ◇中山隆弘会員 ◇花輪孝一会員 

◇森啓伊会員 ◇雪井洋子会員 ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団委員会 メッセージ】 宇津木 茂夫 委員長 

◇鈴木憲治会員【今月は米山月間です】 

◇蓬田忠会長 ◇宇津木茂夫会員 ご協力ありがとうございました。 

【米山記念奨学委員会 メッセージ】   梅澤 馨 委員長 

◇蓬田忠会長 ◇宇津木茂夫会員 ◇鈴木昭弘会員 

◇鈴木憲治会員           ご協力有難うございました。 

【親睦活動委員会】  青戸 慶太 委員長 

11 月 27 日の例会を夜会とし、前期の会長

幹事ご苦労様会や新会員歓迎会等を兼

ねての会を開きたいと思います。場所は

「麻生ガーデン」、18時からの予定です。 

この時期ですので、注意をはらって行いたいと思います。 

【雑誌広報委員会】  鈴木 憲治 委員長 

「ロータリーの友」が読みやすくなりました。 

１０月が米山月間で、資料が沢山載ってい

ます。特に 14 ページ、親善大使３名を、先

日ウェブ会議で選ばせて頂きました。 

月信には吉田ガバナーのお願い等も載っています。 

【指名委員会】                  親松 明 委員長 

本日、指名委員会を発足しました。メンバーは、前会長の私、

宇津木茂夫前幹事、現会長、現幹事、鈴木昭弘次期会長、圓

城寺広明次期幹事、木村良三青少年奉仕委員長です。 

【招聘卓話】     川崎市折鶴の会 会長 森政 忠雄 様 

〈大野勉会員より森政忠雄様 ご紹介〉 

1933年広島市生まれ 1945年、国民

学校６年の時に被爆。1952年、旧みず

ほ銀行入行、2002年定年退職。2009

年より川崎市折鶴の会会長に就任。 

戦争と被爆の悲惨・平和と命の尊さ 
被爆の語り部を始めて 15 年になります。活動を始めた頃は、

核兵器廃絶を訴えて参りました。しかし、次世代の方々に正し

く伝えるには、記憶と記録を多面的に検証し、反省すべきこと

は自ら反省し、公平に客観的に語る事の重要さを学びました。 

〈以下、資料より抜粋〉 

原爆の被爆者として皆さんに語り継ぎたいこと 

①当時の社会状況･教育･生活など ②何故原爆が投下されたの

か ③未然に防げなかったのか ④戦争と被爆の悲惨さ･忌まわ

しさ ⑤世界の平和と核兵器の廃絶へ 

 

 

 

 

 

 

 

〈破滅的な太平洋戦争（第２次世界大戦 )へ突入〉昭和１６年

(1941)１２月８日未明、真珠湾(ハワイ)を宣戦布告なしに奇襲攻撃。 

〈東京大空襲〉昭和 20(1945)年３月９日未明から B29 爆撃機 344

機による焼夷弾の無差別絨毯爆撃で焦土と化した。一晩で 10 万

人の尊い命が奪われた。 

〈川崎大空襲〉昭和 20(1945)年４月１５日から翌日未明まで 200機

余の B29 による大規模な爆撃を受け、市中心部と南武線沿いの

工場が集中している地域は、壊滅的な被害を受けた。 

〈広島に原爆投下〉昭和 20(1945)年８月６日 8時 15分。一瞬のう

ちに 14万人の尊い命が奪われた。 

この多大な犠牲を無駄にしないために・・・  

●戦争犠牲者 310～400 万人 ●中国と近隣アジア諸国の犠牲

者 2千数百万人説(？) ●非戦闘員の大量虐殺  

●戦争は極限の不幸と悲劇 ●人を憎まず戦争を憎む 

われわれの心からの願い・・・ 

●平和の尊さ 掛け替えのない命の大切さ  

●国際感覚を養い 世界平和と親善を  

●非人道的な核兵器の廃絶 戦争のない世界平和を不動に 

※会では年２回、折鶴約 4000羽を広島・長崎に届けています。 

森政会長、有難うございました。 

【四つのテスト】花輪 孝一 会員 【閉会点鐘】蓬田 忠 会長                   

【会報委員会】                 鈴木 眞一 委員長 

◇文責：長瀬 敏之 委員  ◇写真：雪井 洋子 委員 

 

 

 

 

被爆から 7４年後 広島市中心部街並

み 

 

被爆から 7４年後 広島市中心部街並み 

被爆から 7４年後 広島市中心

部街並み 

 

○現在人口 

120万人(推計) 

 

○被爆当時人口 

軍人等を含めて 

約 35万人(推計) 

 

被爆から 7４年後 

広島市中心部街

並み 

 

 
中原平和公園内
モニュメント 


