
第１３３９回例会 ５月 ７日（金）新旧定例理事会     ホテルモリノ  

第１３４０回例会 ５月１４日（金）招聘卓話        ホテルモリノ 

第１３４１回例会 ５月２１日（金）会長幹事ご苦労様会   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 】 ロータリーソング『四つのテスト』 

【ゲスト・ビジター紹介】         蓬田 忠 会長 

◆磯野 共余様 （横浜あざみＲＣ 会長） 

◆徐 菁一様 （米山奨学生） 

【会長報告】       蓬田 忠 会長 

１．ガバナー事務所より、 

〇Ｒ財団学友会賛助金送金依頼が 

届いております。 

   森田 大様 １名分  12,000円  ※4/22送金済み 

〇地区研修・協議会報告書提出の再度の案内が届く。 

〇2021 年バーチャル国際大会オンライン登録の案内が

届く。※登録方法のコピーを皆様へお配りしています。 

※昨日、片平のこども食堂へ伺い、来月お越し頂いて支援

金の目録をお渡しすることに致しました。 

【幹事報告】                    川﨑 航 幹事 

★例会変更 

【まん延防止等重点措置の為例会中止】4月20日～5月11日迄 

 川崎高津ＲＣ ・4/22（木）例会中止  ・5/ 6（木）例会中止 

川崎宮前ＲＣ／川崎鷺沼ＲＣ／新川崎ＲＣ／ 

川崎マリーンＲＣ／横浜南ＲＣ 

【出席委員会】          圓城寺 広明 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1338回 30 22 8  73.3％ 

1337回 30 18 12 4 73.30％ 

1336回 30 30 0 0 100.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1338回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会    19件 ￥20,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】 志村幸男 社会奉仕副委員長 

●お客様 

◇横浜あざみRC 会長 磯野 共余様 

【横浜あざみロータリーから参りました磯野です。今日は卓

話をさせて頂きます。どうぞ宜しくお願い致します】 

●会員 

◇蓬田忠会長 ◇川﨑航幹事【磯野様卓話有難うございます】 

◇大野 勉会員【磯野様本日宜しく。小野辺学友委員長には

お世話になってます】 

◇親松 明会員【今日は奥さんにお花ありがとうございました】 

◇梶 俊夫会員【ゴルフ連絡下さい】 

◇鈴木 憲治会員【磯野会長宜しくお願いします】 

◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤 馨会員 

◇圓城寺広明会員 ◇大石 佳会員 ◇木村 良三会員 

◇佐々木範行会員 ◇志村 幸男会員 ◇鈴木 昭弘会員 

◇鈴木豊成会員 ◇中山隆弘会員 ◇長瀬敏之会員 

◇森茂則会員      以上、ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 
［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 1338 回 例会記録 2021 年 4 月 23 日（金） S.A.A.委員長 中山 隆弘 

 

    川﨑航 幹事      円城寺広明 出席委員長  志村幸男 社会奉仕副委員長 

 

       



【プログラム委員会】          碓井 美枝子 委員長 

14日 こども食堂の方が来られる予定。 

5月は卓話など予定していますが、 

再び緊急事態宣言が出される可能性 

がでてきました。 

その場合、休会となる可能性もあります。 

ご理解ご協力の程、お願いします。 

【米山記念奨学会 報告】  大野 勉 地区米山学友委員 

先週 17 日に、本年度米山カウンセラ

ー研修会に出席いたしました。本年

度の奨学生は 23名受入れました。各

自自己紹介のあと、奨学生の心得と

して説明がありました。 

〇『米山奨学生徐さんと米山梅吉記念館へ行こう』を企画いた

しました。参加希望の方は連絡して下さい。実施日：6/20㈰ 

【招聘卓話】    横浜あざみ RC 会長 磯野 共余 様 

 

 

 

 

 

 

〈横浜あざみロータリークラブについて〉当クラブは、会員12名

（女性 9名、男性 3名）の小さなクラブです。 

〈ロータリー歴〉 ・2014年秋 入会 ・2016年、2017年 

/地区国際奉仕 ・2019年、2590地区大会 パネラー 

◆ NPO法人 Heart & Earth 代表  非政府組織・団体管理 

〈自己紹介～音楽活動を始めるきっかけ〉静岡県伊東市出身。

小さい時から母親のすすめでピアノを習わされ、音大へいきま

した。しかし卒業してからは普通の生活をしていました。26 歳

で結婚し、川崎市宮前区に住んでおります。家族は主人と成

人した娘二人です。子育ての経験から、母親が元気だと子供

も元気になるという思いから、2013 年に女性達が集まる場作り

としてレンタルルームを始めました。 

それと同時に音楽活動も開始しました。発展途上国の子供達

に音楽で笑顔になってほしいという思いだけで 50 歳を過ぎて

からスタートしました。 

〈活動紹介〉2014 年～2016 年、いろいろな方々のご縁で、途

上国の施設のこども達や地元の子供達と交流をして参りました。 

2015 年 3 月タイ北部の山岳民族あか族に音楽を届けました。

村の広場に椅子を並べ、焚火を炊いて私たちを迎えてくれま

した。演奏が終わったあと、皆さんが感動しているのが分かり、

音楽は国境を越え、言葉が分からなくても心が一つになる、と

いう思い、それが活動の原点になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動をしていく中で疑問が生まれ、それは自分が交流するの

ではなく、子供達が交流する場を作りたいと思い、2017 年と

2019 年に伊東市の後援をいただき、「五大陸交流祭 in 伊東」

を開催いたしました。子供達を集めた生の場を作っていこうと

思いました。参加した子供達からは、様々な明るい声が聞かれ

ています。 

これらの活動は、３回のファンディング、２回のチャリティーコン

サート、ロータリークラブからの地区助成金、そして伊東市の企

業からのご支援、その他で成り立っております。 

〈これからの活動～未来に向けての夢～〉 

Earth Harmony Project について 

五大陸をイメージした曲が完成 それぞれが違うメロディーで

すが合わせると１つのハーモニーが誕生します。 

未来を担う子供達が調和の意識をもって音楽で繋がっていく、

日本や世界の子供達に歌ってもらう、というイメージです。 

2023年「五大陸交流祭 on the ship」 開催を予定しています。 

2035 年には世界の子供達の声を入れて、地球を代表する音

楽を作って平和な世界にしていきたい、と思っております。 

 

【四つのテスト】 中山 隆弘 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：宇津木 茂夫委員   

◇写真：大石 佳委員 

 

 

 

 

 

2016 年 3月 

 ウガンダ 

 二ヤカスク

ール 

  

2016 年 7月 ジンバブエ クフンダ村 

   

  

2014 年・2019 年 3 月  

バングラデッシュ 

エクマットラの子どもたち         農村貧困女性 

 

←卓話を有難うございました 


