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第1925回（本年度　第13回）例会　平成24年10月3日　－晴れ－

●司　会　　清水　宏明ＳＡＡ
●点　鐘　　横山　俊夫会長
●斉　唱　　「奉仕の理想」
　　　　　　　　　　　ソングリーダー　石川　庸会員
　　　　　　　エレクトーン生演奏　陽子サマービル様

ゲストのご紹介　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長
国際ロータリー第2590地区第一グループガバナー補佐
新川崎ＲＣ　山本　浩司様

元米山奨学生　　喬　禹翔（きょう　うしょう）様

ご挨拶　　　　　　　　　元米山奨学生　　喬　禹翔様

　2012年度米山奨学金にお世話になっております喬　禹
翔と申します。隣はようやくできた彼女です。ロータリ
アンの方々が長春に来ていろいろとご案内をさせて頂き
ました。今はローターアクトに入っておりますので、こ
れからはアクトの一員として一生懸命頑張ります。宜し
くお願いします。彼女の名前は柳　思理（りゅう　し
り）さんです。今は慶應義塾大学藤沢キャンパスで修士
２年生です。宜しくお願いします。

来訪ロータリアンのご紹介　　　飯塚　元明親睦委員長
川崎ＲＣ　市川　洋治様

ベネファクター認証状・ピン　授与
　　　　　　　　　　　　　　山本　浩司ガバナー補佐
横山　俊夫会長
矢野　清久幹事

会員入会祝い　　　　　　　　　飯塚　元明親睦委員長
野沢　隆幸会員　　平成2年10月17日
倉成　保巳会員　　平成11年10月20日
石渡　利治会員　　平成12年10月04日
川又　竜志郎会員　平成17年10月16日
須釜　賢治会員　　平成20年10月22日

奥様の誕生祝い
鈴木　幹久会員　晋子様
炭谷　博功会員　厚子様
久保　博和会員　静江様
小林　勇次会員　充代様
船木　幸雄会員　幸子様
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会員の誕生祝
林　　　鶴会員　　小泉　敏和会員　　布野　真治会員
小泉　知寛会員
ゲスト　山本　浩司ガバナー補佐

会長報告　　　　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長
○第44回　神奈川県ロータリアン親睦テニス大会案内が
きておりますので、本日回覧させて頂きます。
○3クラブ合同例会のご案内です。（送信済）
本日出欠記入用紙回覧いたします。11月5日18:00より川
崎日航ホテル12Ｆにて行います。担当は川崎中央ＲＣで
す。

幹事報告　　　　　　　　　　　　　　矢野　清久幹事
【回覧】
・新横浜ＲＣより奥寺康彦氏の日本サッカー協会殿堂入
　り祝賀会の案内がきています。
・神奈川県川崎県民センターより黒岩知事との対話広場
　地域版　川崎会場の開催案内がきています。
【メールＢＯＸ】
・ガバナー月信
・会員名簿

・3クラブ合同例会において、3クラブの対抗カラオケ大
会が行われます。出場希望の方は、10月10日迄に事務局
までご連絡下さい。また、コーラスグループのメンバー
も同時に募集いたします。
・本日の例会終了後第4回クラブ協議会です。

メークアップ：
　長島会員、船山会員、宮山会員、林会員、安藤会員、
　炭谷会員、白石会員、水口会員、小林会員、
　御手洗会員、谷澤会員
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スマイルレポート（ニコニコボックス）
　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　勇次副会長

第2590地区第一グループガバナー補佐　山本　浩司様
本日は例会とクラブ協議会の長時間ですが宜しくお願い
致します。

野沢　隆幸会員
毎年、京都総本山にておこなわれている戦没者慰霊法要
（10月3日）の参列しています。山本ガバナー補佐に宜
しくお伝え願います。

中村　眞治会員
①ガバナー補佐をお迎えして
②千葉野球大会、ノーヒット・ノーランで大勝しました。
ご支援に感謝申し上げます。

宮山　光男会員
山本ガバナー補佐をお迎えして。

竹田　正和会員
山本ガバナー補佐、本日はご指導宜しくお願い致します。

石川　庸会員
山本ガバナー補佐様、お忙しい中を有難うございます。
又、夜の町でお会いできたら嬉しいです。

横山　俊夫会長
山本浩司ガバナー補佐をお迎えしての例会。宜しくお願
いします。

矢野　清久会員
山本ガバナー補佐、ようこそ大師へお越し下さいました。
本日は宜しくお願い致します。

小林　勇次会員
山本ガバナー補佐、本日は宜しくお願い致します。今年
も残すところあと3ヶ月ですね！！皆様がんばりましょ
う!!

本日のニコニコのテーマ
　山本ガバナー補佐、ようこそ川崎大師ＲＣへ。
岩井　茂次会員、増田　昌美会員、飯塚　元明会員、
船山　昭三会員、鈴木　幹久会員、石渡　勝朗会員、
渡辺　冨士夫会員、寺尾　巌会員、牛山　裕子会員、
秦　　琢二会員、沼田　直輝会員、鈴木　昇二会員、
大藪　善一会員、伊藤　佳子会員、竹中　裕彦会員

委員会報告
　　　　　　　　　　　野球同好会　　中村　眞治監督
　9月27日に千葉マリーンスタジアムにおいて市川シビ
ックと対戦し、16対0で大勝しました。
　ピッチャー　エース水口・キャッチャー飯塚ゴールデ
ンコンビにより、フォアボール１・ノーヒット・ノーラ
ン達成もしました。
　一昨年の神奈川大会　水口投手は完全試合をしました。
多大なるご支援を受け有難うございます。今後とも宜し
くお願いします。

出席報告　　　　　　　　　　　石渡　勝朗出席委員長
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　各クラブ多大なるご協力有難うございます。今年もま
た宜しくお願い致します。

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
　各クラブ単位で活動をしております。支援については
被災地のロータリークラブに確認をして、何をしたらい
いのか逆に聞いた方がよろしいのではないかと思います。

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。
　ベルリン・ホノルルに続き広島で世界平和フォーラム
を計画して、地域の人と共に平和について考えて頂きた
いと思います。広島での世界平和フォーラムには本年度
ＲＩ会長であります田中作次さんもご出席になります。
人数制限があり2590地区で30人程度しか行けません。10
名は地区役員、残り20名は抽選になると思います。詳細
は決まっておりませんが参加される方は2590地区にご連
絡ください。

　以上が地区方針の10項目を掲げております。細かなお
話は露木ガバナーからお話が出ますのでご質問等ありま
したら露木ガバナーの方にお願いします。
　地区方針色々ありますが各クラブの特徴・カラー・方
向性・年度の会長方針を活かしていただき、クラブに会
った方法で進めれば一番いいと思います。その中で決め
事だけを 低限やれればいいと思っておりますので一年
間ご協力をお願いします。

　ロータリーに入り19年間で、いろいろなロータリーに
ついて若輩者としての考えをお話しいたします。
　これからロータリークラブも変わっていかなければい
けない部分もございますので、そこから何かヒントが得
られればと思います。
　僕の話す中では、できるだけ若い年代、入会浅い方に
対しての話が多いですが先輩方にも心に入れて頂いても
らえたらと思います。
　私は新川崎ＲＣチャーターメンバーで、新川崎も来年
度が20周年になります。今年度が19年、私が19年目の入
会となっています。
　新川崎は川崎日吉ＲＣの子クラブです。入会時、本当
はＪＣの年代ですが28歳で入会しました。入会時28歳で
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卓話
国際ロータリー第2590地区第一グループガバナー補佐
新川崎ＲＣ　山本　浩司様

　今年度、2590地区第一グループガバナー補佐を拝命し
ました山本浩司と申します。先程の誕生日祝い有難うご
ざいます。
　大師様は地区に多大なるご尽力を賜り鈴木様、増田様、
武者様、飯塚様、須山様、竹内様、中村様、牛山様、大
勢での地区でお手伝いをしていただき誠に有難うござい
ます。まだ半年終わったくらいですが後半もよろしくお
願い致します。
　2週間後露木ガバナーより卓話があります。その時に地
区からの方針10項目については、すべて露木ガバナーが
プロジェクターを通して皆様にお伝えいたしますので、
細かい詳細は申しませんが立場上10項目だけお話しさせ
て頂きます。
　その後、私もロータリークラブに入会して今年で19年
目となります。若いうちから入会し、19年間で思った気
持ちを述べさせて頂きます。

地区方針・10項目

1．魅力あるクラブ創りに励みましょう
　魅力不足の部分を逆に新入会員に率直に聞く。そうい
う場を新入会員に与える。
　それが全部とは言いませんが、それからまた川崎大師
ＲＣが伸び伸びと、100人目指すクラブになるのではない
かと思います。

2．各クラブ10％の会員増強を目指しましょう
　私は各クラブ10％ではなく第一グループ内の10％を目
指せばいいと決めております。

3．地区の活性化は、参加意識から
　いろいろなイベントに皆さんで参加して頂き、ＲＣの
魅力を発見する。
　新入会員ほど参加しづらいので声掛けをする。時間が
あれば一緒に行動してイベントに参加願いたい。

4．ロータリーについてもっと知って下さい
ロータリーの基本思想、歴史・知識・活動内容などを知
ることにより魅力にもつながり、理解することで増強に
もつながる。

5．クラブ奉仕事業は全員参加が基本です
同じメンバーでなく全会員が関心を持って、全員参加で
考えて下さい。

6．クラブ全員で新会員を育てましょう
期待を持って入会して頂いたのですから、満足のできる
運営をし、育てて頂く。既存会員が新会員に積極的に話
をして、一部でなく全員参加を目指した家族会などに先
に参加してから、色々な方面に参加意識を高める。

7．ロータリー財団活動に対するご理解と寄付のお願い

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



何ができるのかいろいろ思いました。15日で47歳になり
ます。40代で第一グループガバナー補佐は初めてらしい
です。現在ガバナー補佐会に出て、先輩達が殆ど地区幹
事とかいらっしゃいます。副幹事位になりますと同じ位
の年代がいらっしゃいます。逆にその場では言いたいこ
とを結構言っています。その点については露木ガバナー
も頼もしいと言ってくれています。
　昨年、お声を頂きすごく悩みました。通常であればロ
ータリークラブは2つ返事でNOは言っちゃいけないYESと
言えと、受けますというのが鉄則です。しかしながらガ
バナー補佐としての役目で年間半分強は時間を取られま
すので、時間調整ができるかどうかの不安があり悩んで
いました。
　実際ガバナー補佐は大変です。10月までがすごく忙し
いです。月の半分以上ロータリー活動で時間を取られて
いますので、その間に仕事をやりながらということです。
大きい会社ならば皆さん部下の方がいますが、私のよう
な小さい会社は自分が殆ど現場に行き動いております。
時間調整をしながらロータリー活動をするという形では
本当に大変だと思います。
　しかしこの「大変だな」を気持ちを切り替えて遣り甲
斐にして、今年は遣り甲斐でなく、自分のまた一歩・二
歩ステップアップする意味で、気持ちでガバナー補佐を
お受けしております。
　47歳でガバナー補佐、本当はまだ若い会員にはわから
ないでしょうけれどあり得ない話みたいです。しかしな
がら私がやれるのであれば、各クラブの理事、幹事、会
長を若い方が率先してやっていってもらえれば、またロ
ータリー活動が解ると思います。このような理事、役員
にならないとロータリークラブの活動が全てお解りにな
らないと思います。
　理事、役員になればこそロータリーについて勉強し活
動内容がわかると思います。しかし役をやれと言っても
出席が第一ですので、出席もお願いしたいと思います。
　私は入会して6年間は無欠席でおりました。7年目に父
親の他界があり2ヶ月お休みしました。ロータリーに入
会する時、自分の決め事を決めながら入会させて頂きま
した。
　ロータリークラブは奉仕活動という形ですのでボラン
ティア、ボランティアするに対して半端な気持ちでやっ
てはいけないと思いました。1日でも休んだら退会しよ
うという気持ちで入会しました。
　父の他界の時に退会届を制作しましたが、各会員から
もうちょっと考えてほしいと言われ、退会をやめ休もう
として現在に至っています。
　その中でもう一回休みがあったのは、幹事の時に残り
２ヵ月という時に倒れました。２年間無欠席、病気で倒
れて新年度復活してから、昨年度６月迄は９年無欠席で
ロータリーに出席させて頂いております。出席すること
に対して、自分にとってその日の出来事を理解でき皆さ
んの話の輪に加われるという気持ちがありますので例会
にはずっと出席をしています。
　大師ＲＣは５０歳以下１６名、同じ年代層の方がメイ
ンでいらっしゃいますので同じような気持ちでしてくれ
とは申しませんが、できるだけ例会に出席して頂いてロ
ータリークラブを理解して頂き、その理解から皆さん理
事・役員にできると思います。毛嫌いしないで役員をど
んどんやって頂ければと思います。
　自分が役員なりをやっていきますと、違う地区の人達
との友人が出来ます。今またガバナー補佐をやらせて頂
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いていますが、また違う自分が見つかるのではないかと
いう気持ちで連絡会に出席させて頂いております。
　９月に第１・第２・第３ゾーンのゾーン会議、全国の
ロータリークラブの集まった会議がありました。去年ま
では個々のゾーンで会議を行っていました。３回個々で
しますと費用が掛かりますのでいっぺんにやるという事
で合同で行われました。
　2590地区から５人出席しなければいけない。ガバナー
ノミニー・ガバナーエレクト・地区幹事・ガバナー補
佐・地区増強委員長の5名です。次年度が市川ガバナー
でしたので私も出席しました。新高輪プリンスホテルで
行いました、実際、本当に缶詰になるという事はあるの
だなと思いました。
　個々の地区は第２ゾーンです。第２ゾーンの違う地区
の同年代のガバナー補佐と名刺を交換致しました。また
何処かでお会いしたらやあと言えるロータリーの良さを
感じ取った一日でした。会議は一日大変でしたがいろい
ろなものに出席して、自分も日々成長しながら一年間を
過ごせればと思っております。
　これらから背負ってたっていかなければいけない人た
ちは若い人達ですから、積極的に前に出てきてもらって
いただければと思います。特に今年の横山会長さんは、
そういうものに関してはどんどん声をお掛けしてくれる
会長ですので、皆様も逆に分からないことに関しては会
長・幹事にお聞きして、聞くのがダメであれば横山会長
はしゃべるのが達者ですので横山会長から若い会員にど
んどん声掛けをして頂いて、大師を又より良くして頂け
ればと思います。

卓話御礼　　　　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長
　山本ガバナー補佐、本当に有難うございました。あま
り褒められると、今晩は会長・幹事会が大師の担当なの
で、ちょっと夜が怖いかなって感じがします。小林副会
長のお店で開催させて頂きます。貴重なお話有難うござ
いました。この後クラブ協議会でも宜しくお願いします。

2012年10月10日　発行

2012-13年度 国際ロータリー第2590地区奉仕を通じて平和をPeace Through Service

露木ガバナー公式訪問です。

日時：平成２４年１０月１７日(水)は通常例会です。
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