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第１８６６回（本年度 第１回） 例会 平成２３年 ７月６日
●司会

白石 浩司 ＳＡＡ

●「点鐘の槌」引き渡し

増田 昌美 会長

奨学金の
奨学金の贈呈

－晴－
増田 昌美 会長

近況報告

例会開始の前に渡辺冨士夫直前会長より増田会長

奨学金をありがとうございます。７月に台湾へ研究

へ「点鐘の槌」が引き渡されました

帰国します。来年３月に台北西門ＲＣ訪問の際には、

●点鐘
●斉唱

増田 昌美 会長

ご連絡頂ければご案内させていただきます。

「君が代」
「奉仕の理想」
♪ソングリーダー 石川 庸 会員

本日の
本日のゲスト紹介
ゲスト紹介

増田 昌美 会長

殿町２，３丁目町内会会長

相澤 弘保 様

副会長

高橋 和夫 様

会計
米山奨学生
殿町２
殿町２，３丁目町内会会長

高橋

敏雄 様

林

薇 様

相澤 弘保 様

御挨拶
別室におきましてさくら基金の管理の調印式が終わり
ました。今後も一生懸命行なって行きますので宜しくお

感謝状の
感謝状の贈呈

増田 昌美 会長

願いします。

増田会長より渡辺直前会長・竹田直前副会長・鈴木直前
幹事へ感謝状と記念品を贈呈しました。
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会長報告
会長報告

増田 昌美 会長

1.川野パストガバナーより昨年度１年間のお礼状がい
ております。
2.川野パストガバナーより「東日本大震災被災地への義
援金協力」に対するお礼と報告が届いております。
3.歴代分区代理・ガバナー補佐 親睦会開催の案内が届
いております。
日時：平成２３年８月４日（木）
場所：川崎日航ホテル

２０Ｆ

会費：１０，０００円

7 月入会祝・
月入会祝・会員誕生祝・
会員誕生祝・奥様誕生祝
岩井 茂次 親睦委員長

４.８ＲＣ親睦ゴルフ大会の案内が地区幹事クラブの
新川崎ロータリークラブから届いております。

入会祝
・横山 俊夫会員

2000 年 07 月 05 日

・石川

庸会員

2001 年 07 月 25 日

幹事報告

・白石 浩司会員

2002 年 07 月 17 日

１．年会費納入のお願いを事務局より出しておりますが、

・岡

真治会員

2003 年 07 月 02 日

再度できるだけ早い時期の納入をお願いします。

・武者 惠吾会員

2004 年 07 月 21 日

・須山 文夫会員

2005 年 07 月 13 日

例会変更の案内です。

・小林 勇次会員

2006 年 07 月 05 日

日時：７月２７日（水） １８：００点鐘

・牛山 裕子会員

2006 年 07 月 12 日

場所：カメリアホール

・坂東 保則会員

2008 年 07 月 30 日

会費：５，０００円

・岩田 一弘会員

2009 年 07 月 15 日

武者 惠吾 幹事

２．親睦委員長からご案内があると思いますが、

３．例会終了後、13 時 45 分より第１回理事会を開催し
ますので、出席義務者の方は地下１階会議室にお集

会員誕生祝
・渡辺冨士夫会員

1937 年 07 月 09 日

・村石 庄作会員

1954 年 07 月 13 日

・矢野 清久会員

1964 年 07 月 14 日

・水口

衛会員

1964 年 07 月 14 日

1866 回

60

55

38

17

69.09%

・川又竜志郎会員

1967 年 07 月 19 日

1864 回

63

56

30

26

53.57%

・御手洗征郎会員

1950 年 07 月 25 日

前々回の修正メークアップ

まりください。
出席報告

船木 幸雄 出席委員長
会員数

対象者

9名

出

席

欠

席

出席率

69.64%

修正出席率

奥様誕生祝
・遠藤 悦弘会員 奥様 セツ子様

7月 1日

・小泉 敏和会員 奥様 響子様

7月 6日

・嶋崎 嘉夫会員 奥様 篤子様

7 月 19 日

鈴木（幹）会員・林会員・安藤会員・中村会員

・須釜 賢治会員 奥様 富子様

7月 9日

横山会員・武者会員・秦会員・石川会員・白石会員
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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)
村石 庄作 副会長

② 増田年度も一年間ご指導方よろしくお願い致しま
す。

遠藤 悦弘 会員

武者 惠吾 幹事

① 増田丸の出航を祝して！

・皆さん一年間よろしくお願いします。

② 女房に誕生祝の花をありがとうございました。

増田 昌美 会長

宮山 光男 会員

・本日より一年間会長として頑張ります。

① 増田年度の船出を祝して！

皆様よろしくお願いします。

② 本日所要のため、早退いたします。
野沢 隆幸 会員
増田昌美会長はじめ役員皆様のご活躍に期待いたしま

本日の
本日のニコニコの
ニコニコのテーマ

す。よい一年でありますように。

「渡辺丸帰港、
渡辺丸帰港、増田丸の
増田丸の出航を
出航を祝して」
して」

安藤 賢一 会員

♪石渡利治♪水口衛♪船山昭三♪牛山裕子♪横山俊夫

① 渡辺直前会長、鈴木直前幹事先日は記念品有難うご

♪船木幸雄♪矢野清久♪小林勇次♪中村眞治

ざいました。
② 増田会長、私より若い初めての会長一年間楽しんで
ください。

♪岩崎寛♪布川二三夫♪沼田直輝♪竹田正和
♪谷澤幹男♪鈴木幹久♪寺尾巌♪島岡栄基♪大藪善一
♪石川庸♪坂東保則♪石渡勝朗♪飯塚元明

中村 眞治 会員

各会員
各会員

・本年度のＳＡＡ白石さん、ご期待申し上げます。

委員会報告

渡辺 冨士夫 会員

親睦委員会

・祝増田丸出航。

・増田年度最初の移動例会を 7 月 27 日カメリアホール

・一年間皆様の協力で執行することが出来ました。あり
がとうございます。

岩井 茂次 委員長

で行ないます。点鐘は、18：00 時です。
本日、皆様にはファクス、メールにて連絡しました。

白石 浩司 会員

出席される方、欠席される方、事務局に御返事をお願

・増田丸の出航を祝して、役員、幹事理事一年間頑張り

いします。

ましょう。皆様の協力宜しくお願いします。
岩井 茂次 会員
・日本スポーツマスターズのバスケットボール神奈川予
選で優勝し九月の三連休は神奈川県代表として石川
県金沢市へ遠征します。昨年のベスト８より上を目指
して頑張ります。
鈴木 昇二 会員
・武者幹事一年間頑張ってください。何かありましたら
いつでもどうぞ。
村石 庄作 副会長
・各会員の皆様、増田年度一年間よろしくお願いします。
竹中 裕彦 副会長
① お暑つうございます。お蔭様で痩せられそうです。
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ロータリー財団委員会
ロータリー財団委員会

矢野 清久 委員長

・財団寄付の依頼がＲＩから来ました。財団月間の時
集金させて頂きます。宜しくお願い致します。

増強は１０名の純増。各委員会は勉強会、委員会活動
中心に親睦の和を広げて活性化を図りたいと思います。
また事業では東日本大震災の復興事業も考えておりま
す。

三役就任挨拶

増田 昌美 会長

ＲＩテーマのプレートを安藤会員の友情で作成して頂
き有難うございます。
本年は３９周年を迎えますので長年の功績を讃えあら
ためてチャーターメンバーのご紹介をさせて頂きます。
寺尾会員、布川会員、久保榮弘会員です。
本年度は「ロータリーを遊び・学び・そして団結」テー
マに楽しく奉仕活動を進めます。
１年前のこの日会長をお受けし人事にかかりました。声
をかけさせて頂いた皆様には一人もお断りなく快く引
き受けて頂きました。まして会長経験者の船山さんには
出席委員会の担当をお願いし、若手の船木さんと共に盛
りたてて頂くことになり、また同じく鈴木幹久さんには
比較的分かりにくい職業奉仕委員会を担当していただ
きました。大先輩たちをこき使うつもりは毛頭御座いま
せんがお二人の豊富な経験とお知恵をお借りし素晴ら
しい奉仕活動を推進してまいりたいと思います。
新世代奉仕が加わり五大奉仕となり、地区で４クラブし
かないローターアクトクラブ、１９クラブのインターア
クトクラブ。大変貴重でかけがえのない若者たちです。
本年はロータリーネンバーがより一層関わりを深め成
長させていきます。
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大師ＲＣには種々の同好会がありこれも活発にすすめ
内外に大師ＲＣありの狼煙を高々と上げたいと考えま
す。
なには、ともあれこの１年間楽しく「ロータリーを遊
び・学び・そして団結」で邁進していきます。どうか皆
様宜しくお願い致します。
三役就任挨拶

武者 惠吾 幹事

今年度幹事を仰せつかりました武者です。
私が入会した頃にあった言葉に「大師の会長は 100 年待
たないとなれない」という言葉がありました。
当然 幹事も 100 年たたないとなれない訳で、自分の与
えられる役目とは思っていませんでした。
7 年前、初めて信徒会館の地下へ向かう階段を下りて例
会場に向かったときの事を今でも思い出します。
大勢の会員が受付のところにいて、タスキをかけた人が
迎え入れてくれて、そしてそこに当時 増強委員長だっ
た増田会員が「ようこそ」といって不安な私を始めて例
会場へと案内してくれました。
皆さんが例会場へ入った後に私は増田会員と腕を組み、
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赤いバージンロードのうえを当時会長だった宮山さん

を立ち上げていて、私は今そこに所属しているというこ

の元に向かいました。

とに不思議な思いを感じます。

今年度、私をエスコートしてくれた増田会員が会長を引

「温故知新」

き受けて、そして本来であれば優秀な方に幹事をお願い

古きを知り、そこから新しい知識や見解を開くというこ

するところだったのでしょうが、気を使って私を選んで

とですが、40 周年を迎えるクラブだからこそ必要なの

くれたことに感謝します。

かもしれません。

私はまだまだ経験不足でとても幹事が勤まるとは思っ

増田年度はその序曲を担う年度です。

ておりません。

ロータリーは単年度事業ですが、3 月 11 日に発生した
東日本大震災に対する佐沼ＲＣへの支援、台北西問ＲＣ
35 周年記念事業への参加などを考えると、単年度事業
でとらえるのではなく、継続事業として次年度へ継承す
る事業として考えるべきなのかも知れません。
増田年度は○周年前の九年度ですが、野球で言えばデッ
ドボールでノーアウト満塁をつくれる年度なのかもし
れません。
単年度ではありますが、次年度に満塁で引き継げるよう
一生懸命努力しますので、皆さん応援をよろしくお願い
します。

ただ、川崎大師 RC には「寛容の精神」があるので出来
ない部分は皆さんに助けてもらうつもりです。

三役就任挨拶

ある人は楽しいと言い、またある人は大変だと言います。

副会長の大役を仰せつかりました。会員お一人お一人の

ひとつ思うことは、増田会長の方針を実現できるようア
シストする事なのだと考えます。
また、会員の思いを増田会長に伝えられるようにするこ

竹中 裕彦 副会長

ご理解とご協力がなければ楽しいクラブ活動はできま
せんので、皆様宜しくお願い申し上げます。
何か前年度より呼称が「クラブ奉仕委員会」から「クラ
ブ管理運営委員会」に変わったと聞いております。私見

とも使命なのかもしれません。

ですが、ロータリーにおいて管理という言い方は似つか

これは各委員長にもお願いするところでもありますが、

わしくない気がしており、管理というのは危機管理委員

みんなで増田年度を盛り上げて生きたいと思います。

会だけで良いと思っております。ですから、クラブ活性

ロータリーは楽しい。楽しいだけではなく楽しみながら

化のために幅広く活動する『クラブ奉仕委員会』の気持

何が出来るか？奉仕という活動をどう取り入れていく

ちで携わって参りたいと考えております。

のか？川崎大師ＲＣは来年４０周年を迎えます。

担当させて頂きますのは出席・会員増強・会員選考・職

私は今年４９歳ですから、当クラブは私が小学校４年生
のときに出来たクラブということになります。
チャーターメンバーの方はそのときすでにこのクラブ
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業分類・ロータリー情報の５委員会です。
分類は渡辺さん、情報は細谷さんと３年委員会ですので
パスト会長さんにお願いをしております。
出席は若手の船木さんと副委員長に船山さんをお願い
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しております。出席表を復活し分かりやすくし、委員会

私の担当は、①規定委員会、②プログラム委員会、③雑

だけでなく関連委員会さんともタイアップし定期的に

誌広報員会、④クラブ会報・ＩＴ委員会の４委員会です。
竹中副会長、武者幹事と密になり増田会長を盛りたて方
針である硬い団結力でクラブ運営、奉仕事業を楽しくお
こなって行きたいと思います。また、私の担当である４
つの委員会も竹中副会長の５つの委員会もスムーズに
運営が出来るように努めさせて頂きます。
例会時にはＳＡＡと連携をとり明るい楽しい例会にな
るよう努めさせて頂きます。そうして、今年度ニコニコ
を担当させて頂きます。
目標は 300 万円とさせて頂きます。
会員皆様のご理解、
協力をお願い致します。
重ねて、会員皆様のご鞭撻、協力を頂きながらクラブ
運営、奉仕事業も明るく楽しく行ないたいと思いますの
で宜しくお願い申し上げます。

向上委員会を開催して頂きます。
増強は中村さんです。会長目標の１０名に向かってクラ
ブ全員で努力したいと思います。
会員選考は、寺尾さんにビシッと決めて頂こうと企んで
おります。
増田会長、武者幹事のご指導のもと、村石さんの足を引
っ張らないよう真摯に取り組みたいと考えております
ので、皆さん一緒に、これから１年間ロータリーをもっ
と知り、ロータリーでもっと楽しみましょう！
三役就任挨拶

村石 庄作 副会長

本年度のクラブ奉仕委員会は、９の委員会でおこなって
行きます。これを２つのグループ分けて、竹中副会長と
私で担当して行きます。

次回例会 ７月 13 日（水）

第一回クラブ
第一回クラブ協議会
クラブ協議会
理事就任挨拶・収支予算
：クラブ会報委員会：
岩崎寛／川又竜志郎／久保博和／沼田直輝
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