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●司会  須山 文夫 ＳＡＡ 

●点鐘  渡辺 冨士夫  会長 

●斉唱 「奉仕の理想」 

   ♪増田 昌美ソングリーダー 

本日本日本日本日のののの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    

卓話者卓話者卓話者卓話者                                        増田増田増田増田    昌美昌美昌美昌美    会長会長会長会長エレクトエレクトエレクトエレクト    

    

    

    

    

    

    

    

    

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    親睦委員長親睦委員長親睦委員長親睦委員長    

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    

・４月６日(水)に行われました理事会で討議されました

ことについてのご報告は、議事録をメールボックスに

お入れしてありますのでご覧になってください。 

・定款細則の改定案について協議を行ないました。 

 詳細については、４月２０日(水)に野沢隆幸規定委員

長よりご報告させていただきます。 

・ファイヤーサイドミーティング延期の件につきまして

５月連休明けより実施していただくよう各グループ

のリーダーの方は宜しくお願い致します。 

 だだし、５月１０日(火)は次年度理事会が予定されて

いますので以外の日程でお願いします。 

・東日本大震災の支援活動について 

 当地区４７クラブ＋海外２クラブ＋他地区１クラブ

の義捐金合計 8,772,434円 

 全国各地区合計 412,886,628円 内１00,000,000円

は既に被災地（東北地方のＲＣ）へ送金済み 

 今後も継続的に支援活動を行っていきたいとのこと。 

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    

・義捐金箱を回覧いたしますので１口 3,000円をお願い

致します。 

・次週より例会場は信徒会館で行ないますのでお間違え

のないように！ 

・信徒会館は全館禁煙になりました。 

 喫煙をされる方は会館の外でお願い致します。 

・新会員の方の会員名簿がメールボックスにお配りして

あります。各自会員名簿に追加していただくようお願

い致します。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                                    岩井岩井岩井岩井    茂次茂次茂次茂次    出席副委員長出席副委員長出席副委員長出席副委員長    

    

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・竹中裕彦 会員・横山俊夫 会員 

白石浩司 会員・須山文夫 会員 

                            

    

    

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1855 回 65 55 32 23 58.18% 

1853 回 66 56 32 24 57.14% 

前々回の修正メークアップ   5名 修正出席率          66.07% 

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１８５５回（本年度 第３６回） 例会 平成２３年 ４月１３日  －晴－ 



川崎大師川崎大師川崎大師川崎大師ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ    週報週報週報週報    第第第第３６３６３６３６号号号号                                            ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年    ４４４４月月月月２０２０２０２０日日日日    発行発行発行発行            2頁    

 

 

Building CommunitiesBuilding CommunitiesBuilding CommunitiesBuilding Communities  Bridging Continents  Bridging Continents  Bridging Continents  Bridging Continents    地域地域地域地域をををを育育育育みみみみ・・・・大陸大陸大陸大陸をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ    2010201020102010----11111111年度年度年度年度    国際国際国際国際ロータリーロータリーロータリーロータリー第第第第 2590259025902590地区地区地区地区    

3333月月月月    出席順位出席順位出席順位出席順位    

200%200%200%200% 牛山裕子 会員 

175%  175%  175%  175%  石渡勝朗 会員 

150%  150%  150%  150%  増田昌美 会員・武者惠吾 会員 

125%  125%  125%  125%  安藤賢一 会員・中村眞治 会員・鈴木昇二 会員 

             水口  衛 会員・長倉連治 会員 

3333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%    

鈴木幹久・炭谷博功・中村眞治・竹田正和・石渡利治 

村石庄作・鈴木昇二・伊藤佳子・武者惠吾・石渡勝朗 

小林勇次・牛山裕子・長倉連治・鈴木節夫  各会員各会員各会員各会員    

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))))伊藤佳子伊藤佳子伊藤佳子伊藤佳子    副会長副会長副会長副会長    

長島長島長島長島    亨亨亨亨    会員会員会員会員    

・嶋崎嘉夫さん今回もトップ当選おめでとうございます。 

宮山宮山宮山宮山    光男光男光男光男    会員会員会員会員    

・4月 10日、地区協議会出席の皆様、ご苦労様でした。 

久保久保久保久保    博和博和博和博和    会員会員会員会員    

・お世話になります。 

増田増田増田増田    昌美昌美昌美昌美    会員会員会員会員    

・地区協議会参加の皆様、御苦労様でした。 

また、今日卓話させていただきます。 

あたたかく見守ってください。 

大藪大藪大藪大藪    善一善一善一善一    会員会員会員会員    

・妻の誕生日のお花ありがとうございました。 

水口水口水口水口    衛衛衛衛    会員会員会員会員    

・増田さん、卓話を宜しくお願いします。 

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    

・本日は増田エレクトの卓話を楽しみにしています。 

 ペッツにて会長心得の程をクラブ運営に 

鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹幹幹幹事事事事    

・増田エレクト卓話宜しくお願いします。 

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    

・嶋崎様、トップ当選おめでとう存じます。 

・増田さん卓話宜しくお願い致します。 

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    

「「「「次年度次年度次年度次年度スタートスタートスタートスタートまでまでまでまで３３３３ヵヵヵヵ月足月足月足月足らずらずらずらず、、、、準備準備準備準備のののの程宜程宜程宜程宜しくしくしくしく」」」」    

谷澤幹男・久保博和・村石庄作・牛山裕子・伊藤佳子 

須山文夫・坂東保則・布野真治    各会員各会員各会員各会員        合計合計合計合計¥¥¥¥51,00051,00051,00051,000    

    

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告            

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    委員長委員長委員長委員長    

・４月１５日(金)川崎大師ＲＡＣ主催でＩＡＣ卒業歓迎

会を行ないます。場所は韓国料理「亀」、18時からで

す。ロータリアンの参加を宜しくお願い致します。 

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                                    坂東坂東坂東坂東    保則保則保則保則    委員長委員長委員長委員長    

・４月１７日(日)楽大師にて献血運動を実施致します。 

 午前は９時 30分集合 10時より、 

 午後は 12時 30分集合 13時より行ないます。 

 多くの会員の参加をお願い致します。 

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    善一善一善一善一    委員長委員長委員長委員長    

・計画停電が一応中止になりましたので 

ファイヤーサイドミーティングを実施致します。 

 グループは前回と同じです。各リーダーの方は宜しく

お願い致します。 

ゴルフゴルフゴルフゴルフ同好会同好会同好会同好会                            布野布野布野布野    真治真治真治真治    同好会委員長同好会委員長同好会委員長同好会委員長    

・4月 19日(火)大師ロータリー渡辺年度第 2回目を 

 開催いたします。乗り合いの方は信徒会館へ 

 6時 45分集合です。直接の方は現地に 7時 30分まで

にお願い致します。 

卓話卓話卓話卓話者紹介者紹介者紹介者紹介                                            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    

 

増田 昌美 会長エレクト 

昭和 51年 国士舘大学 政経学部卒 

文部大臣杯争奪全国学生弁論大会  

大阪泉大津市長賞 

ロータリー歴 

1999年 9月   川崎大師ロータリークラブ入会 

2001~2002年度  米山奨学事業委員長 

2002~2003年度  新睦活動委員長 

2003~2004年度   社会奉仕理事 

2004~2005年度  会員増強委員長 

2006~2007年度  年忘れ家族会委員長 

2008~2009年度  副会長 

2010~2011年度  米山奨学事業委員長 

    

    

    



川崎大師川崎大師川崎大師川崎大師ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ    週報週報週報週報    第第第第３６３６３６３６号号号号                                            ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年    ４４４４月月月月２０２０２０２０日日日日    発行発行発行発行            3頁    

 

 

Building CommunitiesBuilding CommunitiesBuilding CommunitiesBuilding Communities  Bridging Continents  Bridging Continents  Bridging Continents  Bridging Continents    地域地域地域地域をををを育育育育みみみみ・・・・大陸大陸大陸大陸をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ    2010201020102010----11111111年度年度年度年度    国際国際国際国際ロータリーロータリーロータリーロータリー第第第第 2590259025902590地区地区地区地区    

卓話卓話卓話卓話                                            増田増田増田増田    昌美昌美昌美昌美    会長会長会長会長エレクトエレクトエレクトエレクト    

    

    

    

    

    

    

    

    

次年度次年度次年度次年度（（（（2011~20122011~20122011~20122011~2012年度年度年度年度）））） 

ＲＩＲＩＲＩＲＩテーマテーマテーマテーマ    

ReachReachReachReach        withinwithinwithinwithin     to to to to     Embrace Embrace Embrace Embrace     Humanity Humanity Humanity Humanity    

「こころの中を見つめよう、博愛を広げるために」 

ＲＩＲＩＲＩＲＩ会長会長会長会長    カルヤンカルヤンカルヤンカルヤン・・・・バネルジーバネルジーバネルジーバネルジー    

強調事項 

    １．強い家族を築くこと 

    ２．私たちが一番得意とすることを継続すること 

    ３．変える必要があることは変える 

地区方針地区方針地区方針地区方針    

２５９０２５９０２５９０２５９０地区地区地区地区    上澤上澤上澤上澤    摩壽雄摩壽雄摩壽雄摩壽雄    ガバナーガバナーガバナーガバナー    

  重点目標と方針 

    １．ロータリー綱領の再確認 

    ２．クラブ主導・地区支援が基調 

    ３．五大奉仕が基本 

    ４．魅力あるクラブ作りと創意工夫 

    ５．新世代奉仕で未来のリーダーを育む 

    ６．地域に密着したロータリー活動 

    ７．会員増強が源。クラブの力になり組織の力に

なる 

            ８．ロータリー財団の寄付目標 

     年次寄付目標 １会員１２０ドル以上 

     ベネファクターを各クラブ２名以上 

     ポリオのクラブ目標を達成しよう 

   ９．米山記念奨学への寄付 

     普通寄付 １会員 ５,０００円 

     特別寄付 １会員２０,０００円 

     合計      ２５,０００円目標 

    

クラブクラブクラブクラブ次年度次年度次年度次年度テーマテーマテーマテーマ    

    「ロータリーをあそび・学び・そして団結」 

 大師ロータリークラブが得意とするもの。 

 それは団結力。 

 他のクラブより硬い団結でクラブ運営や奉仕事業を

進める力、この団結力をもって楽しく推進。 

 そのために例会では来賓、来訪ロータリアンには 

 「いらっしゃいませ」の声かけ、クラブ内では互いに

元気に声を掛け合おう。特に若手メンバー。 

 

    継続事業に対しては改善できること、変えるべきこと

など勇気をもって必要な変化をもたらしていく行動

が大事。 

 

 最後に 2011~2012・上澤ガバナーは PETSにおいて 

「「「「１００１００１００１００年以上年以上年以上年以上もももも続続続続いたいたいたいたＲＣＲＣＲＣＲＣであるであるであるである。。。。奉仕奉仕奉仕奉仕をするをするをするをする上上上上でででで事事事事

務的務的務的務的なななな手続手続手続手続きにきにきにきに多少不備多少不備多少不備多少不備があってもがあってもがあってもがあっても大大大大きなきなきなきな障害障害障害障害ではではではでは

ないないないない」」」」と言われました。    

    

どうかどうかどうかどうか我我我我がががが大師大師大師大師ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブのののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、    

    友情友情友情友情とととと寛容寛容寛容寛容のののの気持気持気持気持ちをちをちをちを持持持持ってってってって暖暖暖暖かくかくかくかく見守見守見守見守りりりり、、、、ごごごご協力協力協力協力をををを

おおおお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

次回例会 ４月２７日（水） 

卓話 

認定ＮＰＯ法人マナーキッズプロジェクト 

理事長  田中 日出男 様 

テーマ 

  子供は教えれば変わる 

― 礼儀正しさのＤＮＡは残っている ― 

 

クラブ会報委員会：村石庄作／水口衛／秦琢二 
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