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●司会            白石 浩司 ＳＡＡ 

●点鐘              増田 昌美 会長 

●斉唱    「君が代」「奉仕の理想」 

   ♪ソングリーダー 小林 勇次 会員  

 

卓話者の紹介          増田 昌美 会長 

川崎大師ＲＣ 会長エレクト    横山 俊夫 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 

                 小口 和久 様 

 

４月入会祝・奥様誕生祝・会員誕生祝 

            岩井 茂次 親睦委員長 

入会祝 

・安藤 賢一 会員  １９９２年０４月１５日 

・中村 眞治 会員  １９９６年０４月１０日 

・岩井 茂次 会員  ２００４年０４月０７日 

・水口 衛  会員  ２００５年０４月０６日 

・御手洗征郎 会員  ２０１０年０４月０７日 

・鈴木 節夫 会員  ２０１０年０４月２８日 

奥様誕生祝 

・須藤 宏  会員   奥様   奈保子 様 

・大藪 善一 会員   奥様   紀 子 様 

・石川 庸  会員   奥様   京 子 様 

・鈴木 昇二 会員   奥様   順 子 様 

会員誕生祝 

・布川二三夫 会員 

・久保 榮弘 会員 

・大藪 善一 会員 

・石渡 利治 会員 

・石渡 勝朗 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長報告           増田 昌美 会長 

１．ガバナー事務所より「２０１４－１５年度ガバナー

ノミニー告知・確定宣言」が届いております。 

  ２０１４－１５年度 ガバナーノミニー候補者は、

横浜東ＲＣ所属の大野清一氏です。 

２．４月７日（土）に「第５０回川崎大師ご供茶式とお

第１９０１回（本年度 第３６回） 例会 平成２４年 ４月４日  晴れ 
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茶会記念事業 平和の祈りコンサート」が開催され

ます。今回が初めてで、本堂前での演奏も前例がな

いとのことなので多くの会員、関係者の方の参加を

お願いします。 

   日時：４月７日（土） １７：３０～ 

   場所：川崎大師平間寺 大本堂前 

３．４月１１日（水）に川崎大師ＲＡＣ例会があります。 

  今回は新横浜ＲＣ，新横浜ＲＡＣ予定者の参加があ

りますので多くの会員の参加をお願いします。 

   日時：４月１１日（水） １９：３０～ 

   場所：川崎市産業振興会館 会議室 

 

幹事報告            武者 惠吾 幹事   

１．４月になりました。 

  ４月は「ロータリー雑誌月間」ですので、今まで以

上に「ロータリーの友」をはじめ、関係図書を読む

ように心がけましょう。 

２．昨日、急遽のご案内になってしまって申し訳なかっ

たのですが、いよいよ信徒会館の大改修工事が始ま

るということで、工事期間中は従来の駐車場が使用

できず、代わりに国道１３２号線沿いの駐車場を提

供していただきましたので当分の間はそちらをご

利用願います。 

３．４月６日（金）に第２回 ４０周年記念事業委員会

を開催しますが、委員以外でもご興味のある方、事

業の提案のある方がいらっしゃいましたら私のほ

うまで連絡をください、委員以外のどなたの参加で

も歓迎します。 

   日時：４月６日（金） １８：００～ 

   場所：中華料理 天龍 

４．公益財団法人 米山梅吉記念館の運営のための全国

一人１００円募金運動「１００円の細かい糸が館と

全国を結ぶ」の依頼が届いております、本日募金箱

を回覧しますのでご協力の程宜しくお願いします。 

  なお、募金額は１００円以上いくらでもかまいませ

ん。 

５．４月からのロータリー為替レートが変更になり、１

ドル＝８２円と少し円安になりましたのでご報告

させていただきます。  

 

 

 

出席報告           船木 幸雄 委員長 

会員数 対象者 出席 欠席

1901 回 60 51 31 20 60.78 ％

1899 回 60 51 29 22 56.86 ％

9 修正出席率 74.51 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

通算 出席率

メイクアップ 

野沢 隆幸、林  鶴、炭谷 博功、細谷 重徳、 

石川 庸、石渡 勝朗、須山 文夫、秦 琢二 

飯塚 元明               各会員 

会員数 対象者 出席 欠席

1900 回 60 50 29 21 58.00 ％

1898 回 60 52 24 28 46.15 ％

17 修正出席率 78.85 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

通算 出席率

メイクアップ 

鈴木 幹久、宮山 光男、野沢 隆幸、林  鶴 

安藤 賢一、竹中 裕彦、増田 昌美、横山 俊夫 

村石 庄作、石川 庸、清水 宏明、白石 浩司 

水口 衛、牛山 裕子、鈴木 節夫、谷澤 幹男 

沼田 直輝               各会員 

 

スマイルレポート(ニコニコボックス) 

村石 庄作 副会長 

川崎ＲＣ             山本 浩文 様 

メーキャップお世話になります。 

竹下美代子 事務局 

先日のお花見例会では大変お世話になり、ありがとうご

ざいました。 

皆様のご親切に心より感謝いたします。 
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野沢 隆幸 会員 

川崎大師ご供茶式が５０回目を迎えます。４月７日の前

夜祭に是非お出かけください。 

細谷 重徳 会員 

欠席が多くて心をいためています。 

出来るだけ都合をつけて出席します。 

牛山 裕子 会員 

米山奨学生 林 薇さんは、慶応義塾大学院修士学位を

授与されました。さらに、修士論文はその教室で、ただ

一人、優秀賞でした。 

温かく見守り、お力添え下さった皆様、ありがとうござ

いました。 

林さんは４月２３日、台湾に帰国します。 

横山 俊夫 会員 

ペッツの報告をさせて頂きます。 

小林 勇次 会員 

野球同好会の皆様、悪天候の中おつかれ様でした。 

水口 衛 会員 

清水さん、先日は大変ごめいわくをおかけしました。 

岩井 茂次 会員 

先週の花見移動例会のご参加、ありがとうございました。 

増田 昌美 会員 

１．横山さん、卓話よろしく。 

２．第５０回ご供茶式記念式典の参加お願いします。 

竹中 裕彦 会員 

昨日、草野球同好会の部会にお集まりの皆さん、ミニ台

風の中ありがとうございました。 

村石 庄作 会員 

横山エレクト様、今日卓話宜しくお願い致します。 

本日のニコニコのテーマ 

「春です。 桜も横山エレクトも満開です。 今日は卓

話宜しくお願いいたします。」 

♪長島 亨♪秦 琢二♪鈴木昇二♪鈴木幹久 

♪坂東保則♪大藪善一♪鈴木節夫♪布川二三夫 

♪武者惠吾♪伊藤佳子♪船木幸雄♪     各会員 

 

 

委員会報告 

ゴルフ同好会          白石 浩司 会員 

６月１３日の一泊移動例会に合わせてゴルフコンペを

行います。場所は湯本カントリーで３組を予定していま

したが、あと１組増やします。最後に燃えましょう。 

集合は午前８時です。 

次年度プログラム委員会    鈴木 昇二 委員長 

７月から新年度の卓話が始まりますので、皆様のご意見

をお聞かせください。一年間、楽しい卓話を目指します。 

アンケートをよろしくお願いします。予算の関係上、高

額の謝礼の方はご相談ください。 

雑誌広報委員会        小林 勇次 委員長 

今月は雑誌月間です。横組みの 36頁から、2590地区の

故亀ケ谷パストガバナーの記事です。 

社会奉仕委員会         秦 琢二 委員長 

第２回献血活動のご案内です。４月１５日（日）に「楽

大師まつり」の会場の中で行います。時間は１０時から

１５時３０分まで、集合は午前が９時３０分、午後は 

１２時３０分です。皆様のご参加をお願いします。メイ

クアップになります。 

    

卓話 

横山 俊夫 会長エレクト 

会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）報告 

 

 

 

 

 

 

 

私は２０００年７月に入会し、来期で１３年目になり

ます。川崎大師ＲＣの４０周年の節目の年に会長を務め

させていただきます。３月１６日に横浜にて研修会があ

り、４月８日が地区協議会です。そして５月９日のクラ

ブ協議会にて次年度のクラブ方針を説明させていただ

きます。 



川崎大師ロータリークラブ 週報 第３６号           ２０１２年 ４月１１日 発行  4頁 

 

日 発行   4頁 

 

 

Reach Within to Embrace Humanity こころの中を見つめよう 博愛を広げるために 2011-12年度 第 2590地区 

 ２０１２～１３年度のＲＩ会長は、田中作次さんとい

う第２７７０地区八潮ＲＣの方で、日本人として三人目

になります。ＲＩのテーマは「奉仕を通じて平和を」 

です。地区の方針は、「ＥＸＣＩＴＥ２５９０」で活気

ある２５９０という意味だそうです。露木雄二さんがガ

バナーエレクトです。 

それでは地区の方針を説明させていただきます。 

１・魅力あるクラブ創りに励みましょう 

和やかな中にも規律ある、ルールを守ったクラブ活動。 

２・各クラブ１０％の会員増強を目指しましょう 

会員の減少に歯止めをかけ、増加に転じましょう。次年

度、当クラブは鈴木幹久さんが会員増強委員長です。 

３・地区の活性化は、参加意識から 

担当の委員会以外にも、地区やクラブのイベントに参加

していただきたい。 

４・ロータリーについてもっと知って下さい 

ベテランと新人のギャップがかなりあります。ロータリ

ーの基本思想、歴史、知識、活動内容等を知る事により、

ロータリーの魅力を更に理解できるよう第２５９０地

区独自のロータリーに関する検定を実施します。 

その問題の例ですが、１９８９年６月時の神奈川県全体

のＲＣの数と会員数、２分割後の２５９０地区のクラブ

数と会員数、がありました。答えはそれぞれ、９９クラ

ブ５７４３人、４２クラブ２６２３人です。ちなみに、

本年１月時の２５９０地区は、６１クラブ２２７６人で

す。６１クラブのなかで、２５名以下のクラブが１８ク

ラブあります。 

５・クラブの奉仕事業は全員参加が基本です 

献血や、ポスター張り・土手清掃など、ロータリーの活

動を全員が関心を持って参加しましょう。 

６・クラブ全員で新会員を育てましょう 

地区の初めての企画ですが、３年未満の会員を対象に湯

河原にて一泊研修を行い、ロータリアンを育てる予定で

す。 

７・ロータリー財団活動に対するご理解と寄付のお願い 

地区の寄付目標は、一人１２０ドル以上、ベネファクタ

ー２名以上です。当地区はトップクラスです。 

８・ロータリー米山記念奨学事業へのご理解と寄付のお

願い 

通常寄付５０００円、特別寄付２００００円の一人２５

０００円が目標です。 

９・クラブ及び地区主催の東日本大震災復興支援活動に

参加しましょう 

昨年の３・１１から１年以上経過しましたが、地区では

支援プログラムを検討中です。当クラブも、姉妹クラブ

の佐沼ＲＣに、どういった形で相手の必要とする支援を

行えるか検討していきます。 

１０・世界３地域で開催される、世界平和フォーラムを

積極的に支援します 

ＲＩの田中会長エレクトはこの世界フォーラムに力を

いれています。ベルリン、ホノルルに続き、来年の５月

１７日～１９日には、広島を会場として行われます。 

 以上が地区方針１０点の項目です。 

 ロータリーの活動は、ライオンズクラブと比較すると

あまり目立ちませんが、今後はもっと「あっ、ロータリ

ークラブさんだ」という、地域の人に認められる活動も

行っていくつもりです。 

 

信徒会館改修工事に伴い、信徒会館前の駐車場が当分の

間使用できません。今後、車でお越しになる際は、国道

１３２号線沿いの川中島駐車場(ゆずりは園隣り)をご

利用ください。川崎駅方面から、藤崎一丁目の交差点を

超えてすぐ左側です。 

塩浜方面からの右折入場はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 

平成２４年４月１８日（水） 

卓話 

ＣＯＰＲＯＮＡ株式会社 

ＤＡＯ・ＤＵＹ・ＡＮ様 

「ベトナムという国」 

：クラブ会報委員会： 

岩崎寛／川又竜志郎／久保博和／沼田直輝 


