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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    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

●斉 唱 「手に手つないで」 

卓話者卓話者卓話者卓話者のののの紹介紹介紹介紹介                                            渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

島岡島岡島岡島岡    榮基榮基榮基榮基    会員会員会員会員    

1979 年 2 月入会 

1983~1984 幹事 

1990~1991 18 代会長 

2007~2008 副会長 

ベネファクター・米山功労者・ポールハリスフェロー 

卓話  「ロータリーと私」 

ゲストゲストゲストゲスト紹介紹介紹介紹介                                                渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

地区地区地区地区ロータロータロータローターーーーアクトアクトアクトアクト代表代表代表代表                            中村中村中村中村    祐規祐規祐規祐規    ささささんんんん    

川崎大師川崎大師川崎大師川崎大師 RACRACRACRAC 会長会長会長会長                                        亀田亀田亀田亀田    正善正善正善正善    さんさんさんさん    

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    連治連治連治連治    新睦新睦新睦新睦委員長委員長委員長委員長    

川崎川崎川崎川崎 RCRCRCRC                                                                小口小口小口小口    和久和久和久和久    様様様様    

会長報告会長報告会長報告会長報告                                                    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

12121212 月月月月 1111 日日日日のののの理事会報告理事会報告理事会報告理事会報告    

・布川二三夫会員叙勲のお祝いを別途計画することで承認

されました。 

・献血推活動を 23 年 1 月 4 日川崎大師駅前で実施するこ

とが承認されました。 

・定款細則の内容変更の件で野沢隆幸規定委員長より説明

がございました。詳細については後日報告いたします。 

・第 41 回 RAC 地区大会について 12 月 19 日に会員の皆

様の参加及びお手伝いをお願いしたいと牛山裕子新世

代委員長より要請がございましたので皆様のご協力を

お願い致します。 

    

    

    

    

川崎川崎川崎川崎 RC60RC60RC60RC60 周年周年周年周年    

・今年度記念式典を行う際、3 クラブ合同例会の内容を 

 市川ガバナー補佐が気に入り、バンドの出演依頼が着て

おります。 

慈眼慈眼慈眼慈眼    

・故 髙橋隆天大僧正の追悼集を 

 いただきました。回覧後は事務局に 

 ありますので、皆様ご一読して下さい。 

新年会案内新年会案内新年会案内新年会案内    

・殿町 1,2 丁目町内会長の相澤様より 

1 月 14 日(金)18 時より双輪荘にて 

行われる新年会の案内状が届きました。 

会長・幹事に出席してまいります。 

表彰表彰表彰表彰    

・先日交通安全協会より感謝状をいただきました。 

当日は細谷直前会長が表彰を受けて参りました。  

 例会時は横山前副会長にお渡しいたします。 

 

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    
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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１８４０回（本年度 第２１回） 例会 平成２２年１２月８日  －晴－ 
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幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                        鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

・横浜南 RAC40 周年記念式典が 12 月 12 日(日)に行われ

ますので当クラブより数名でお祝いに行ってまいりま

す。 

・お大師様よりお護摩の申込み案内がきています。回覧い

たしますのでご希望の方はお申込み下さい。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                                                岩﨑岩﨑岩﨑岩﨑    寛寛寛寛    出席委員長出席委員長出席委員長出席委員長    

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 

11111111 月月月月のののの出席順位出席順位出席順位出席順位    

400%  牛山裕子 会員 

267%  武者惠吾 会員 

233%  増田昌美 会員・渡辺冨士夫 会長 

200%  中村眞治 会員・岩﨑寛 会員・鈴木昇二 幹事 

167%  野沢隆幸 会員・横山俊夫 会員・布野真治 会員 

133%  船山昭三 会員・鈴木幹久 会員・大藪善一 会員 

     石川庸 会員・伊藤佳子 副会長・水口衛 会員 

     長倉連治 会員・坂東保則 会員 

11111111 月月月月ホームクラブホームクラブホームクラブホームクラブ 100%100%100%100%出席者出席者出席者出席者    

船山昭三・横山俊夫・石川庸・渡辺冨士夫・岩井茂次 

鈴木昇二・伊藤佳子・牛山裕子・長倉連治・坂東保則 

                      各会員 

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    

2590259025902590 地区地区地区地区 RACRACRACRAC 代表代表代表代表    

中村中村中村中村    祐規祐規祐規祐規    様様様様    

・12 月 19 日、我々ローターアクトの年次大会がございま

すのでご協力・ご参加を宜しくお願い致します。 

川崎大師川崎大師川崎大師川崎大師 RACRACRACRAC 会長会長会長会長    

亀田亀田亀田亀田    正善正善正善正善    様様様様    

・12 月 19 日年次大会のご挨拶に来ました。宜しくお願い

致します。 

中山中山中山中山    周二周二周二周二    会員会員会員会員    

・妻の誕生祝、花のプレゼントありがとうございました。 

中村中村中村中村    眞治眞治眞治眞治    会員会員会員会員    

・昨日野球部納会を行ないました。本年は会長・幹事をは

じめ会員の皆様には大変お世話になりました。 

 感謝申し上げます。 

野沢野沢野沢野沢    隆幸隆幸隆幸隆幸    会員会員会員会員    

・島岡さん、今日の卓話楽しみにしています。 

遠藤遠藤遠藤遠藤    悦弘悦弘悦弘悦弘    会員会員会員会員    

・島岡様、昨日はお世話になりました。 

 本日の卓話楽しみに聞かせて戴きます。 

布野布野布野布野    真治真治真治真治    会会会会員員員員    

・昨日の草野球同好会本年度納会に参加の皆様、お疲れ様

でした。来年もロータリー同様活躍を期待しております。 

 冬休みは各自自主トレをお願い致します。 

島岡島岡島岡島岡    榮基榮基榮基榮基    会員会員会員会員    

・ご迷惑でしょうがつまらない話をさせて頂きますので。 

渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

・島岡様、本日の卓話を楽しみにしています。 

 宜しくお願い致します。 

鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

・島岡パスト会長「家族あってのロータリー」温かい卓話

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    

「「「「家族家族家族家族あってのあってのあってのあってのロータリーロータリーロータリーロータリーですですですです」」」」楽楽楽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。。。。    

船山昭三・牛山裕子・神田正彦・船木幸雄・飯塚元明 

長島亨・村石庄作・横山俊夫・石渡勝朗・大藪善一 

谷澤幹男・伊藤佳子 

                  合計 58,000 円 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

地区地区地区地区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委員会委員会委員会委員会                        武者武者武者武者    惠吾惠吾惠吾惠吾    委員委員委員委員    

12 月 19 日に地区ローターアクト年次大会が信徒会館大講

堂にて開催されます。 

本日は地区代表の中村君、 

大師 RAC 会長の亀田君が 

きていますので宜しく 

お願い致します。 

 

 

 

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1840 回 64 58 38 20 65.51% 

1838 回 64 57 36 21 63.15% 

前々回の修正メークアップ   1 名 修正出席率          64.91% 
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地区年次大会のテーマ「ローターアクターがどのような活

動をおこなっているか」をメインとし、地区内の活動報告

を各 RAC より報告いたしますので皆様の参加を宜しくお

願い致します。          中村中村中村中村    祐規祐規祐規祐規    地区代表地区代表地区代表地区代表 

 

 

 

 

 

 

ホストクラブとして年次大会を行うことになりました。 

1 人でも多くのロータリアンのご参加とご協力をお願い致

します。        川崎大師川崎大師川崎大師川崎大師 RAC RAC RAC RAC 亀田亀田亀田亀田    正善正善正善正善    会長会長会長会長 

新睦活動委員会新睦活動委員会新睦活動委員会新睦活動委員会                                    長倉連治長倉連治長倉連治長倉連治    新睦委員長新睦委員長新睦委員長新睦委員長    

・12 月 22 日移動例会時の宿泊希望の方は、ご連絡を早め

にお願い致します。現在宿泊希望の方はおりません。 

・12 月 15 日例会終了後に家族例会の最終打合せを行ない

ます。お手伝いをしていただける方は例会場にお残り下

さい。（新睦委員会に属している方） 

・1 月の 4 クラブ合同例会の出欠がまだの方は、本日が締

切になっていますので早めにご連絡をお願い致します。 

社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会                                            石渡石渡石渡石渡    勝朗勝朗勝朗勝朗    会員会員会員会員    

・第 1 回献血推進活動のお知らせです。各メールボックス

に詳細が配られております。1月4日AM10:00～PM3:30

まで行ないますので午前・午後どちらかでも参加をお願

い致します。尚、出欠の返事は必ず出すようお願い致し

ます。 

草野球同好会草野球同好会草野球同好会草野球同好会                                                布野布野布野布野    真治真治真治真治    会員会員会員会員    

・全国大会を行ないました広島・神奈川県大会を行ないま

した厚木、各ホストクラブよりお礼状が届いております

ので回覧させて頂きます。 

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    勇次勇次勇次勇次    職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長    

事業所紹介     中村 眞治 会員 

私どもの会社は「日中興産株式会社」 

といいまして、川崎市の港湾共同事務所が 

所在地になります。 

創立は昭和 39 年 5 月に登記し今年で 

46 年目になります。 

主な事業内容は、国交省の関係事業・ビルメンテナンス 

事業・一般産業廃棄物処理事業の 3 つです。 

簡単に説明しますと、港湾全般のメンテナンスを行なっ 

ている。 

卓話卓話卓話卓話                                                                島岡島岡島岡島岡    榮基榮基榮基榮基    会員会員会員会員    

私は 1979 年 2 月に入会し 31 年が過ぎようとしていま

す。寺尾会員と故布川源蔵会員が紹介者という事で入会

しました。寺尾さんは大先輩、布川さんご夫婦とは幼少

の頃から 60 年以上も前からお付合いをさせていただい

ていましたので断ることはできませんでした。 

当時は一番年下の会員でもありましたのでいつやめよ

うかと感がえてばかりいましたが、夜間例会が何度かあ

りアルコールは嫌いではなかったのでその場で先輩た

ちとも打解けられ話が出来るようになりました。 

あっという間に 1年が過ぎクラブの中でも名前を覚えて

いただけるようになった。4 年目の 1983 年には幹事を

行ないました。それも前年 11 月に当時指名委員長だっ

た故布川源蔵さんから電話があり、‘ロータリーは断っ

てはいけないんだよ’と変な前置きの後、‘次年度の幹

事をやれ’と言われました。まだ 3 年しかたっていない

のに幹事なんかできないといったら‘わからないからや

るんだ’、‘やればわかるようになるから’とやらされま

した。1990~91 年には会長を指名され何とか過ごすこと

ができました。 

クラブへ入って良かったなと思い始めたのは 3年目くら

いの時でした。普段お会いできないような方、お客様で

口も聞けないような会社の方が多くおられましたので、

知合いとして扱っていただいたことは今でもありがた

いことだなと思っています。ロータリーの綱領・第 1 に

ある「奉仕の機会として知り合いを広めること」まさに

そのことだと感じました。また、原則 1 業種 1 社という

異業種の集まりですからものの見方が全く違うと思い

ました。そういう中で私自身も視野が広がったと思いま

す。今の若い方々もそういう意味でロータリーを楽しん

でみたらいいのかなと感じています。 

一番印象に残っているのは 1985 年に川崎中央ロータリ

ークラブを立ち上げたことです。前年の 11 月にガバナ

ーより通達があり故戸石嘉四郎さんを特別代表とし、 

(中村祐規 地区代表) (亀田正善 会長) 
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の下に拡大補助者（エイド）として寺尾さんをリーダー

として故石川六郎さん・故布野勝久さん・浅野桂男さ

ん・私と 5 人で暮れ、正月なしで準備をし 2 月には 

27~28 名の会員を集めることができ 4 月に創立総会を 

行った。今はとても素晴らしいクラブになっています。 

 「ロータリークラブと家族」というかかわりで話します 

 と「年忘れ家族会」が一番のものだと思われます。 

 他のクラブですと「クリスマス家族会」といいますが、 

 当クラブではクラブの例会をお大師様で行なっており、 

 故髙橋隆天猊下・藤田現貫首も年末の家族会には参加 

 して下さいますので「年忘れ家族会」と言っております。 

 次にここ数年会員の奥様の誕生日に花を贈っています。 

 新睦及び出席委員会で行っていますがこれは続けてほ

しいと思います。 

 毎年誕生日が近づくと今年はどんな花が届くかロータ

リーの話をする材料にもなります。 

 次に、故布川源蔵会員の奥様がつくられた婦人の会「マ

ーメードクラブ」ですが現在は休止状態です。 

 現会員の奥様たちで再開することができればいいかな

と感じております。 

 最後に、青少年交換留学生のホームステイです。 

 1 年間 1 家族ではあまりにも大変ですから 3 ヶ月交代の

4 家族でいまは行っています。今後もお願いをされると

思いますのでその際は皆さん手を上げていただけるよ

うお願い致します。また会長・幹事（当時）にお願いが

あります。受けていただくご家族の方々とオリエンテー

リングを行っていただきたい。受入れる学生について、

仕組みについて等を直接お話になることが必要に思え

ます。また終了時には礼状等をクラブからお願いしたい

と思います。 

 別の話になりますが、最近「ロータリーって何？」 

 「奉仕って？」という声を聞きます。 

 5 大奉仕（クラブ・国際・職業・社会・新世代）があり 

 職業奉仕は方法論、そのほかは目的論。詳しく知りたい

場合は「ロータリー入門」を読んでいただけると分かる

と思います。入会して半年・1 年で退会するのではなく 

 積極的に委員会活動を行ない奉仕事業に参加していた

だけると知合いも増え理解も深まると思いますので今

後もいろいろなものに参加をしていただき、ロータリー

を楽しんでもらいたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 24 日 千葉マリーンスタジアムにて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 

12 月 22 日（水） 

 

「年忘れ家族例会」 

於 ： 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 

受付 １７：３０～ 

点鐘 １８：００ 

 

クラブ会報委員会：村石庄作・水口衛・秦琢二 

米山奨学生 喬君 

初めての野球が 

日本一のチームの球場 
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交通安全協会より表彰を受ける細谷直前会長 
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