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●司会            白石 浩司 ＳＡＡ 

●点鐘              増田 昌美 会長 

●斉唱                     四つのテスト 

       ♪ソングリーダー 石川 庸 

 

特別ゲストの紹介   鈴木幹久パストガバナー補佐 

神戸 博 様 

群馬県出身 株式会社 東ラン 代表取締役 

1990年    川崎幸ロータリークラブ 入会 

1995-96年度  クラブ幹事 

2003-04年度  クラブ会長 

2004-05年度  地区社会奉仕委員 

ベネファクター、ＭＰＨＦ、米山功労者 

ボランティア活動 ＮＰＯ法人フォーラム幸 理事長 

 

第 2590地区 第１グループガバナー補佐 
          （川崎幸ＲＣ） 神戸 博 様 

何度かご訪問させて頂いてます。本来、第一例会に出

席すべきでしたが他クラブとの兼ね合いで本日に

なりましたことをお詫び申し上げます。今年度予定

としては、 

上澤ガバナー訪問 11/05、ガバナー補佐訪問[クラブ協

議会] 10/26、ＩＭは H24/02/22で第一グループ担

当でホストクラブは川崎ロータリークラブ（高柳馨

実行委員長）の予定です。貴クラブにおかれまして

も積極的に参加をお願い致します。 

 

近隣クラブの紹介        増田 昌美 会長 

川崎幸ＲＣ          会長 加藤 豊 様 
               幹事 野本 忠 様 
 
来訪ロータリアンの紹介  岩井 茂次 親睦委員長  
川崎ＲＣ             山本 浩文 様             

 

会長報告            増田 昌美 会長 

１．今年度もグレン＆千杯ロータリー選抜野球大会が行

なわれますので、川崎大師ＲＣ野球同好会で神奈川

地区代表として参加します。 

    

日時：１１月１２日（土）、１３日（日） 

   場所：群馬県伊勢崎市営球場および伊勢崎市あず

まスタジアムの両球場 

２．ＲＩ２５９０地区第１グループ 第２９回８ロータ

リークラブ親善ゴルフ大会の案内が来ております、

ポストに案内を入れてありますのでご参照願いま

す。 

 

３.布野真治会員が去る６月 28 日に入院され現在療養

中です。１日も早いご回復をお祈りします。 

 

 

第１８６８回（本年度 第３回） 例会 平成２３年 ７月２０日  －晴－ 

川川川崎崎崎大大大師師師ロロローーータタタリリリーーークククラララブブブ週週週報報報   

第３９期 

会 長 増田 昌美 

副会長 竹中 裕彦 

    村石 庄作 

幹 事 武者 惠吾 

ＳＡＡ 白石 浩司 

 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０～ 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館 

事務局：〒210-0812 神奈川県川崎市川崎区東門前 1-15-10 カーサ石井 1F 

 
Tel.044-277-7569  Fax.044-288-8550 

URL http://kawasakidaishi-rc.com/  E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 
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幹事報告            武者 惠吾 幹事 

１． 先週の報告漏れですが、第１回 理事会の議事録

をポスティングしましたのでご参照をお願いしま

す。 

２．大本山 川崎大師平間寺様より暑中お見舞いをいた

だいきましたので、ご報告します。 

３．期首資料の正誤表をポスティングしました、充分確

認をしたつもりですが間違えており大変申し訳ご

ざいませんでした。 他にありましたら幹事まで連

絡をお願いします。 

４．次週 ７月２７日（水）は暑気払い移動例会ですの

で、お間違えの無いようにお願いします。 

   日時：７月月２７日（水） １８：００点鐘 

   場所：カメリアホール 

５．７月２８日（木）に会員増強委員会主催の合同委員

会が開催されます。 

  関係委員会は、出席委員会、会員増強委員会、ロー

タリー情報委員会、フォローアップ委員会ですが、

オープン委員会と言うことでメイクアップ扱いで

すので、関係委員会以外の会員も是非参加をお願い

します。 

   日時：７月月２８日（木） １８：３０～ 

   場所：事務局 

６．８月３日（水）に第８回インターアクトクラブ サ

マーミーティングが開催されます。 

  新世代奉仕委員会の方、及び関係各位の方はよろし

くお願いします。 

  当クラブの提唱している神奈川県立川崎大師高校

IAC（インターアクトクラブ）も参加します。 

   日時：８月月 ３日（水） １０：００～ 

   場所：横浜市戸塚区 公文国際学園 

７．ここのところ暑い日が続いていますので、熱中症な

どには気をつけてください。 

  例会場へも引き続きクールビズでの来場で結構で

す。 

８．名簿を作成してポストに入れてありますのでご参照

願います。 

９．来月の例会予定、それと例会休会と事務局の夏季休

暇の案内をポストに入れてありますのでご参照願

います。 

 例会休会 ８月１７日（水） 定款細則に基づき休会 

 事務局夏季休暇８月１５日（月）～ ８月１９日（金） 

10．来月の他クラブ例会変更をポストに入れてあります

のでメイクアップの参考にしてください。 

11．７月１４日（木）開催の地区Ｒ情報・広報・ＩＴセ

ミナーに参加の皆様、ご苦労様でした。 

12．７月１６日（土）開催の地区ＩＡ委員会・ＩＡＣ提

唱ＲＣ・ＩＡＣ顧問教諭 合同例会に参加の皆様、

ご苦労様でした。 

13．沼田会員の会社が移転しました。 本日お配りした

名簿は新住所になっておりますので、ご参照の程宜

しくお願いします。 

 

出席報告          船木 幸雄 出席委員長 

会員数 対象者 出席 欠席 出席率

1868 回 60 51 36 15 70.59 ％

1866 回 63 55 38 17 69.09 ％

1 修正出席率70.91 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　
 

 

メイクアップ            林 鶴 会員 

 

スマイルレポート(ニコニコボックス) 

村石 庄作 副会長 

第１グループ ガバナー補佐    神戸  博 様 

川崎大師ロータリークラブ、増田会長、武者幹事はじめ、

会員の皆様、新年度のスタートおめでとうございます、

本年度、第１グループガバナー補佐として、クラブの皆

様には、何かとお世話になります。今期も厳しい時代で

すが、全会員で頑張りましょう。一年間宜しくお願い申

し上げます。 
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川崎幸 RC 

会長 加藤  豊 様 

幹事 野本  忠 様 

本日は新年度に対する表敬の意をもってお邪魔にあが

りました。大変お人柄のよい増田会長、武者幹事による

クラブ運営を、ぜひ私共もお手本にさせていただきたい

と思っております。本年度一年間、どうぞよろしくお願

いいたします。 

川崎 RC             山本 浩文 様 

メイクアップ お世話になります。風鈴市仕様の超クー

ルビズ姿で大変申し訳ありません。 

横山 俊夫 会員 

①加藤会長、野本幹事ようこそ大師へ。 

②村上先生、本日はよろしくお願いします。 

鈴木 幹久 会員 

①神戸ガバナー補佐のご来訪を歓迎致します。１年間ご

指導の程よろしくお願い致します。 

②加藤さん、会長ご苦労様です。 

竹中 裕彦 会員 

①白石さん、昨日はお時間を頂きありがとうございまし

た。今後ともよろしくお願い致します。 

②神戸ガバナー補佐、ご指導の程宜しくお願い申し上げ

ます。 

竹田 正和 会員 

昨夜の渡辺年度最後の理事会に参加の皆様，おつかれ様

でした。有意義な１日を感謝します。鈴木昇二さん結構

な品ありがとうございます。 

宮山 光男 会員 

小林さん、１４日は親戚の弟子が大変お世話に成り有り

がとうございました。 

渡辺 冨士夫 会員 

昨日は決算理事会 おつかれ様でした。一年間皆様のご

協力で無事に事業、予算に承認されました。ありがとう

ございます。 

長島  亨 会員 

この度 大師地区町連の会長になりました。 

石川  庸 会員 

只今、第１６回風鈴市開催中のため、ユニフォームで出

席しております。今年も被災地である東北地方からも風

鈴が届いております。大風６号（マーゴン）のため、ご

来場者が尐なく困っています。大ピーンチ！！ 皆さん

どうぞ助けて下さい。お帰りには、是非とも風鈴を買っ 

て節電の夏の涼を家庭に、会社に、お持ち帰りください。  

野沢 隆幸 会員 

神戸ガバナー補佐はじめ川崎幸ロータリークラブの皆

様、ようこそお越しくださいました。 

 

水口  衛 会員 

昨日は決算理事会に出席の皆様、おつかれ様でした。 

増田 昌美 会長 

２５９０地区ガバナー補佐 神戸 博様、川崎幸 RC 会

長 加藤豊様、幹事 野本忠様、ようこそいらっしゃい

ました。 

武者 惠吾 幹事 

神戸ガバナー補佐始め、幸 RCの皆様、本日は遠い所を

お越し頂き有り難うございます。 

本日のニコニコのテーマ 

「村上さん、生け花の心を教授願います。」 

♪村石庄作♪岩井茂次♪谷澤幹男♪石渡勝朗 

♪沼田直輝♪飯塚元明♪坂東保則♪須釜賢治 

♪鈴木節夫 

各会員 

委員会報告 

増強委員会          中村眞治委員長 

① 会員手帳配られましたが１ページ 6 人の枞になっ

てますがまだまだページに余裕があります。年度末

にはいっぱいにしていきたいと思います。 

② 本日地区財団の委員会があります。田島養護学校等

の社会奉仕事業の申請が出てます。 

また友好クラブの佐沼 RC、姉妹クラブの台北 RC

との企画があります。他の 62 クラブの申請等もあ

りますが皆様に報告いたします。 

③ 再度確認ですが出席・会員増強・ロータリー情報・

フォローアップ・４委員で合同委員会を開催します。
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公開委員会です。皆様のご協力お願いします。 

2011年 7月 28日（木） 18：30～ 川崎大師 RC 

事務局にて 

親睦委員会          岩井茂次親睦委員長 

次週いよいよ７月２７日移動例会です。川崎駅ビル BE

８階カメリアホール 18：00点鐘です。皆様多くの出席

をお待ちしてます。 

石川 庸会員 

第１６回風鈴市を開催中です。風鈴で涼をお楽しみくだ

さい。節電効果も抜群です。 

卓話者の紹介          横山 俊夫 会員

村上 尚子先生 

昭和 42年 小原流入門 

平成 8年 小原流川崎支部幹部 

平成 16年 小原流川崎支部副支部長 

平成 22年 小原流研究院講師 

同行者             渡辺 由美子先生 

本日の卓話 

「日本の花文化とその姿」 

古代の日本人は自

然のものに神が宿

るという樹枝信仰

をもっていた。こ

れを依代信仰とい

う。仏教の伝来と

ともに、仏前に花

を立てる供花とい

う形式が生まれる。

このふたつのことから、いけ花の誕生を迎える。 

室町時代 

生け花は 15世紀の終わりに法式を整えて出来上がった。 

「書院造り」の床の間に掛け軸や香炉等と一緒に飾って

いた。「池坊」はここから生まれた。たて花は形が決ま

っているが、なげいれは形を決めずに自由な日常的な花

のこと。 

江戸時代 

最初は公家や武家がいけていたが、その後富裕な町人た

ちへ広がった。当時は園芸が流行していて、花に対する

親しみや関心が生まれた。茶の湯の流行に伴って「なげ

いれ花」や「生花」という様式が生まれた。 

明治時代 

明治中期に小原雲心が、洋花を取り入れた水盤形式の花

器にいけた「盛花」を考案し、小原流が創立した。さら

に、安達流、草月流が生まれた。 

現在 

第二次世界大戦後は、植物以外のものを取り入れた、造

形的いけ花作品も発展していく。そして現在は、より洋

風空間にマッチした多面的ないけ花が生まれている。 

《本日のお花:ふといかすみ草・グロリオサ（ルテア）》 

 

 

 

 

 

次回例会 8月 3日（水） 

卓 話 

テーマ 血液について 

  神奈川県横浜赤十字血液センター 

   渉外課 主事 石井 浩貴 様 

：クラブ会報委員会： 

岩崎寛／川又竜志郎／久保博和／沼田直輝 


