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●司 会  須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫ＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡ 

●●●●点 鐘  渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長    

●斉 唱  「君が代」 

「奉仕の理想」 

      ♪♪♪♪増田増田増田増田    昌美昌美昌美昌美ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー 

ゲストゲストゲストゲストのののの紹介紹介紹介紹介          渡辺渡辺渡辺渡辺    冨冨冨冨士夫会長士夫会長士夫会長士夫会長 

地区新世代奉仕委員長   横浜南ＲＣ  武内 俊郎様 

２５９０地区ローターアクト地区代表   中村 祐規様 

来訪来訪来訪来訪ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンのののの紹介紹介紹介紹介   長倉長倉長倉長倉    連連連連治親睦委員長治親睦委員長治親睦委員長治親睦委員長 

川崎ＲＣ               島田 大輔様 

川崎マリーンＲＣ           島田 精二様 

                   福嶋 安行様 

会長報告会長報告会長報告会長報告            渡辺渡辺渡辺渡辺    冨冨冨冨士夫会長士夫会長士夫会長士夫会長    

・9 月 13 日（月）地区大会記念チャリティーゴルフ大

会に当クラブより白石会員と武者会員が参加してま

いります。宜しくお願い致します。 

・ベネファクターの表彰 

 渡辺 冨士夫会長・・・2回目 

 伊藤 佳子副会長・・・1回目 

 鈴木 昇二幹事 ・・・1回目 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告             鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二幹事昇二幹事昇二幹事昇二幹事    

・9月 8日（水）は移動例会です。お間違えのないよう

にお願いします。 

・本日 13 時 45 分より地下会議室にて理事会を開催い

たしますので宜しくお願い致します。 

・次週はＪＡＸＡ相模原キャンパスに職場訪問、 

 その後日航ホテルにて移動例会を行ないます。出欠が

まだの方は宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

・本日メールボックスに会員名簿を入れてありますの 

 でご活用下さい。 

出席報告出席報告出席報告出席報告           岩岩岩岩﨑﨑﨑﨑    寛出席委員寛出席委員寛出席委員寛出席委員会会会会    

メークアップメークアップメークアップメークアップ    

林鶴会員・細谷重徳会員・石川庸会員・山村友弘会員 

岩井茂次会員・小林勇次会員・岩田一弘会員 

スマイルレポートスマイルレポートスマイルレポートスマイルレポート（（（（ニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックス））））    

伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子副会長副会長副会長副会長    

横浜南ＲＣ 武内 俊郎様 

卓話にお邪魔しました。居眠り代歓迎です。 

川崎ＲＣ 島田 大輔様 

今日はお世話になります。 

川崎マリーンＲＣ 福嶋 安行様 

本日はお世話になります。 

川崎マリーンＲＣ 島田 精二様 

今日は米山奨学生‘禹兎翔君にあいにきました、 

米山月間が近づきました。宜しくお願いします。 

川崎大師ＲＡＣ  中村 裕規会員 

武内委員長お世話になります。 

渡辺会長ほか会員の皆様、 

いつも有難うございます。 

先週土曜日先週土曜日先週土曜日先週土曜日にににに無事結婚無事結婚無事結婚無事結婚いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。    

今後とも宜しくお願い致します。 

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1827 回 69 62 39 23 62.90% 

1826 回 69 62 35 27 56.45% 

前々回の修正メークアップ  7 名 修正出席率          67.74% 

第第第第３８３８３８３８期期期期    

会会会会    長長長長    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    

副会長副会長副会長副会長    竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    

                伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    

幹幹幹幹    事事事事    鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    

ＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡ    須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫    
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Tel.044Tel.044Tel.044Tel.044----277277277277----7569  Fax.0447569  Fax.0447569  Fax.0447569  Fax.044----288288288288----8550855085508550    

URL URL URL URL http://kawasakidaishihttp://kawasakidaishihttp://kawasakidaishihttp://kawasakidaishi----rc.com/rc.com/rc.com/rc.com/        EEEE----mail:daisimail:daisimail:daisimail:daisi----rc@eaglerc@eaglerc@eaglerc@eagle.ocn.ne.jp.ocn.ne.jp.ocn.ne.jp.ocn.ne.jp    

例会日例会日例会日例会日：：：：毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日    ＰＭＰＭＰＭＰＭ１２１２１２１２：：：：３０３０３０３０～～～～    

例会場例会場例会場例会場：：：：大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館    

事務局事務局事務局事務局：〒：〒：〒：〒210210210210----0812 0812 0812 0812 神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前 1111----15151515----10101010    カーサカーサカーサカーサ石井石井石井石井 1F1F1F1F 

第１８２７回（本年度 第８回） 例会 平成２２年９月１日  －晴－ 
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中村中村中村中村    眞治会員眞治会員眞治会員眞治会員    

・地区より武内委員長ようこそおいでくださいました。 

・会長はじめ先週は大変お世話になりまして有難うござ

いました。 

中山中山中山中山    周二会員周二会員周二会員周二会員 

暑さの折、身体に十分気をつけましょう。 

野沢野沢野沢野沢    隆幸会員隆幸会員隆幸会員隆幸会員    

「秋来ぬと 目にはさやかに見えねども 風の音にぞ 

 驚かれぬる」涼風の待遠しい、この頃です。 

牛山牛山牛山牛山    裕子会員裕子会員裕子会員裕子会員    

地区新世代奉仕委員長・武内様ようこそおいで下さい

ました。月間卓話に期待申上げます。 

白石白石白石白石    浩司会員浩司会員浩司会員浩司会員    

・先日宮山さんお世話になりました。 

・増田さんいろいろ無理なこと…有難うございます。 

・武内さん卓話宜しくお願いします。 

武者武者武者武者    惠吾会員惠吾会員惠吾会員惠吾会員    

・今日は防災の日です。今アゼリアで防災フェスタが 

開催されていて途中で抜け出してきました。 

・明後日、9月 3日で 48歳になります。 

 若いと思っていたら次の年男は還暦です。 

 早いですねぇ… 

鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二幹事昇二幹事昇二幹事昇二幹事    

・地区新世代奉仕委員長 武内俊郎様、卓話宜しくお願

い致します。 

・川崎大師ＲＣバンドの皆さん、練習ご苦労様です。 

 9月 8日は楽しみにしています。 

竹田竹田竹田竹田    正和副会長正和副会長正和副会長正和副会長    

・武内地区新世代奉仕委員長ようこそ大師へ。 

 卓話宜しくお願いします。 

・大師高校の皆さん、ようこそ！韓国はどうでしたか？ 

 無事の帰国おめでとう。 

渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長    

 新世代奉仕委員長、武内俊郎様、ＲＣにて五大奉仕の

卓話を楽しみにしています。 

本日本日本日本日ののののニコニコニコニコニコニコニコニコののののテーマテーマテーマテーマ    

武内様武内様武内様武内様    新世代奉仕新世代奉仕新世代奉仕新世代奉仕のおのおのおのお話楽話楽話楽話楽しみにしていますしみにしていますしみにしていますしみにしています。。。。    

鈴木 幹久会員・長島 亨会員・長倉 連治会員 

秦 琢二会員・石渡 勝朗会員・飯塚 元明会員 

鈴木 節夫会員・増田 昌美会員・大藪 善一会員 

合計 72,000円 

会員会員会員会員のののの入会祝入会祝入会祝入会祝いいいい・・・・誕生祝誕生祝誕生祝誕生祝いいいい・・・・奥様奥様奥様奥様のののの誕生祝誕生祝誕生祝誕生祝いいいい    

長長長長倉倉倉倉    連連連連治親睦委員長治親睦委員長治親睦委員長治親睦委員長    

会員の入会祝い 

長島 亨 会員         1973年 09月 05日 

久保 博和会員         1999年 09月 08日 

増田 昌美会員         1999年 09月 29日 

矢野 清久会員         2003年 09月 24日 

会員の誕生祝い 

田中 達治会員         1930年 09月 24日 

宮山 光男会員         1949年 09月 23日 

炭谷 博功会員         1935年 09月 24日 

石渡 茂 会員         1946年 09月 18日 

石川 庸 会員         1954年 09月 13日 

白石 浩司会員         1959年 09月 16日 

仲川 文則会員         1956年 09月 01日 

神田 正彦会員         1957年 09月 05日 

武者 惠吾会員         1962年 09月 03日 

秦 琢二 会員         1965年 09月 02日 

小林 勇次会員         1963年 09月 01日 

飯塚 元明会員         1968年 09月 06日 

奥様の誕生祝い 

布川二三夫会員  奥様 良子様     9月 30日 

田中 達治会員  奥様 和子様     9月 07日 

船山 昭三会員  奥様 照子様     9月 15日 

宮山 光男会員  奥様 富枝様     9月 14日 

安藤 賢一会員  奥様 和子様     9月 02日 

倉成 保巳会員  奥様 照子様     9月 02日 

石渡 茂 会員  奥様 恵子様     9月 01日 

渡辺冨士夫会員  奥様 初子様     9月 20日 

岩田 一弘会員  奥様 郁子様     9月 26日 

飯塚 元明会員  奥様 百合子様    9月 03日 
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委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会                                    小林小林小林小林    勇次委員長勇次委員長勇次委員長勇次委員長    

来週 9月 8日は JAXA訪問及び移動例会です。 

集合は AM10時半信徒会館前で、11時出発です。昼食

はキャンパス内食堂にて各自食べて下さい。 

米山奨学委員会米山奨学委員会米山奨学委員会米山奨学委員会                                    増田増田増田増田    昌美委員長昌美委員長昌美委員長昌美委員長    

そろそろ寄付金をお願いする次期が近づいてまいりま

した。米山記念奨学会の普通寄付 5,000円（当クラブの

場合）が今年度より寄付金として認められるようになる

そうです。特別寄付 20,000円もどうぞ宜しくお願い致

します。 

竹中竹中竹中竹中    裕彦会裕彦会裕彦会裕彦会員員員員    

数年来、ライラで演劇等を指導していただいている羽鳥

さんの劇団でファンタジーミュージカルを 11月 3日～

17 日まで吉祥寺にて行ないます。興味のある方は、竹

中までご連絡下さい。 

地区地区地区地区 GSEGSEGSEGSE委員会委員会委員会委員会                                        中村中村中村中村    眞治委員眞治委員眞治委員眞治委員    

10月4日より来日されるGSEメンバーのホストファミ

リーを募集中です。是非ご協力をお願い致します。 

ロータリーロータリーロータリーロータリー情報委員会情報委員会情報委員会情報委員会                        大藪大藪大藪大藪    善一委員長善一委員長善一委員長善一委員長    

ファイヤーサイドミーティングのメンバーが決まりま

した。各自メールボックスに入っていますのでご確認を

お願いします。尚、各リーダーさんは討議の内容を簡単

にまとめて大藪まで提出願います。 

ゴルフゴルフゴルフゴルフ同好会同好会同好会同好会                                            大藪大藪大藪大藪    善一会員善一会員善一会員善一会員    

9月 17日 渡辺年度ゴルフ大会を開催いたします。 

まだ、参加を希望されていない方は是非ご参加下さい。

インターアクトインターアクトインターアクトインターアクト海外研修報告海外研修報告海外研修報告海外研修報告 

大師大師大師大師インターアクトクラブインターアクトクラブインターアクトクラブインターアクトクラブ     田山田山田山田山    真琴真琴真琴真琴さんさんさんさん 

                 大塚大塚大塚大塚    美穂美穂美穂美穂さんさんさんさん    

・韓国へ連れて行っていただき、有難うございました。 

・貴重な体験をさせていただき、有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

卓話者卓話者卓話者卓話者のののの紹介紹介紹介紹介          新世代奉仕委員会新世代奉仕委員会新世代奉仕委員会新世代奉仕委員会        

牛山牛山牛山牛山    裕子委員裕子委員裕子委員裕子委員長長長長    

8月 19日から22日までインターアクト海外研修にも引

率していただきました、今年度地区新世代奉仕委員長 

横浜南ロータリークラブ 武内俊郎様です。 

宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

卓話卓話卓話卓話            地区新世代奉仕委員長地区新世代奉仕委員長地区新世代奉仕委員長地区新世代奉仕委員長    

                                                    横浜南横浜南横浜南横浜南 RCRCRCRC    武内武内武内武内    俊郎様俊郎様俊郎様俊郎様    

ローターアクト、インターアクト、国際青少年交換、米

山奨学生、ロータリー財団奨学生、学友など委員会ごと

の垣根を越えたロータリーファミリーが一同に会して

お互いの活動を理解し合う集い、皆様ご存知のとおり地

区大会での新世代の交歓会などの新しい企画が立ち上

がり新世代を理解していただく機会を皆様のご理解を

得ながら、よりよきプログラムとして企画してまいりま

す。 

新世代の為の月間についてですが、RI の常設プログラ

ムとして、インターアクト・ローターアクト・国際青少

年交換、清水年度 8 年ぶりに復活し前年度も 1 泊 2 日

で開催されましたが今年度で 3年目を迎えるライラの 4

委員会を統括し、更に効果的に活動できるようお願いす

る委員会であり、各クラブが 4委員会にどの様かかわり、

事業に積極的に参加して頂ける様お願いしロータリー

にかかわる全ての若者たちの育成、指導が委員会の役割

と考えます。 
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インターアクター・ローターアクター達も活動のなかで

真剣に奉仕を実践しております。我々ロータリアンは、

社会的地位や職業は新世代と直接関係がなくても新世

代の為に何が出来るか、彼ら達に考える時間・行動する

時間をつくるきっかけを提供しながら成長を見守って

あげて下さい。 

新世代奉仕委員会での 4 つの委員会について説明いた

します。 

インターアクトプログラムインターアクトプログラムインターアクトプログラムインターアクトプログラム    

14歳から 18歳までの青少年が地域社会に奉仕し、国際

理解を深める機会を RC が提供することによって健全

に成長することを願い、将来を詫せる人材を育てる事を

目指し、学校のクラブ活動としてロータリーが支援し活

動をしています。 

ローターアクトローターアクトローターアクトローターアクトプログラムプログラムプログラムプログラム    

18歳から30歳までの青年男女に親睦と奉仕を通じて成

長する機会を与える為の組織です。 

専門的職業能力、指導力開発に努めるよう喚起し、また

将来のロータリアン候補の育成・インターの卒業生の受

け皿にもなっております。 

国際青少年交換国際青少年交換国際青少年交換国際青少年交換プログラムプログラムプログラムプログラム    

ロータリーの小さな国際親善大使で 15 歳から 18 歳の

高校生に 1年間の海外留学の機会を与え、当地区におい

ても派遣国より留学生を受け入れロータリアン・ロータ

リーの選んだ家庭に 1 年間ホストファミリーと生活を

ともにし、現地の学校に通学し言語を習得することのみ

ならず、その国の週間、風俗、文化を学び、国際理解と

親善を推進する若者を育て、様々な貴重な体験をこれか

らの人生に生かせる活動が出来るよう支援していきま

す。 

RYLARYLARYLARYLAプログラムプログラムプログラムプログラム    

（青少年指導者育成プログラム）、14歳から 30 歳まで

を対象に指導力や若者たちの自発性と協調性を育てる

ことを目的とした、集中プログラムであります。 

27 回目になるセミナーは、ワークショップの講演・デ

ィスカッション・発表を行ない One Way の講義方式、

知識、情報伝達セミナーでなく受講生主体の参加型とし、

受講生同士が協力して一つの作品を作り上げる形態に

する予定です。 

インター・ローターのアクター達にも多数参加していた

だき、今年度は 62クラブから各 1名、受講生各 1名の

参加をお願いしています。 

「One for All , All for One」 

1人はみんなの為に、みんなは 1人の為に 

 

現在、ロータリアンの減少に反し、ここ数年インターア

クトは拡大増強が進み、素晴らしい活動を展開しており

ます。新世代の委員会を未提唱クラブの方々には積極的

な協力をお願いする次第でございます。 

ローターアクトの提唱に付きましては、今日皆様方のご

理解をいただき拡大増強に是非ご尽力頂きたくお願い

申上げます。 

最後に、新世代のプログラムはよく分からないから何も

係らなければ何もしないでいいプログラムなのかもし

れません。若者の視野が広がり成長していく姿を見届け

ることは、ロータリーとしての喜びであり、ロータリー

を知ってもらい広げるという事に於いては重要なプロ

グラムであり、将来の広報でもあると考え「新世代奉仕」

がなにより大切であるとも考えます。皆様のお力をお貸

しくださることをお願いして地区委員長の報告とさせ

て頂きます。 
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