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第1945回（本年度　第33回）例会　平成25年3月6日　－晴れ－

●司　会　　清水　宏明ＳＡＡ

●点　鐘　　横山　俊夫会長

●斉　唱　　「君が代」「奉仕の理想」

　　　　　　　　　ソングリーダー　須山　文夫委員長

本日の卓話者のご紹介　　　　　　　　横山　俊夫会長

川崎大師ローターアクトクラブ会長　　相澤　祐輔様

ゲストのご紹介　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長

川崎大師ローターアクトクラブ　鳴澤由美子様

来訪ロータリアンのご紹介　　　　　　中村　眞治会員

川崎ＲＣ　高橋　賢二様

川崎ＲＣ　田辺　真一郎様

川崎マリーンＲＣ　福嶋　安行様

会員入会祝い　　　　　　　　　　　　中村　眞治会員

竹中　裕彦会員　1998年3月11日

船木　幸雄会員　2010年3月 3日

飯塚　元明会員　2010年3月10日

竹内　祥晴会員　2012年3月 7日

奥様の誕生祝い

野澤　隆幸会員　弥代子様

中村　眞治会員　富美子様

竹中　裕彦会員　敦　子様

竹田　正和会員　美智代様

岡　　真治会員　加　奈様

沼田　直輝会員　文　子様

会員の誕生祝

島岡　栄基会員

岡　　真治会員

坂東　保則会員

会長報告　　　　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長

・2/26（火）藤崎小学校、四谷小学校、川中島小学校、

　大師小学校に大釜を寄贈しました。

・2011-2012年度年次報告（回覧）

・南三陸町町長の佐藤仁様よりお礼状が届いています。

・川崎マリーンＲＣ20周年記念式典のお礼状が届いてい

　ます。

・2013-14地区委員会に副委員長、委員としての委嘱状

　が届いています。

　鈴木　幹久会員　戦略計画委員、職業奉仕委員

　竹中　裕彦会員　ロータリー青少年交換　委員

　須山　文夫会員　RYLA　委員

　牛山　裕子会員　米山奨学増進　委員

　竹田　正和会員　資金推進　副委員長

・次年度　市川ガバナー誕生　

　ホストクラブとしてディナーパーティー担当

　委員長　　渡辺パスト会長

　副委員長　清水宏明会員

　担当委員13名選出

・2013年国際ロータリー年次大会案内

幹事報告　　　　　　　　　　　　　　矢野　清久幹事

・ガバナー月信が届いています。（メールBOX）

・例会終了後、理事会を開催します。（13：45～）
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メークアップ
　長島会員、林会員、安藤会員、小泉（敏）会員、
　中村会員、細谷会員、須山会員、須釜会員、
　船木会員、澤口会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）
　　　　　　　　　　　　　　　　　岩井　茂次副会長

川崎ＲＣ　高橋　賢二様
お世話になります。

川崎ＲＣ　田辺真一郎様
お世話になります。

川崎マリーンＲＣ　福嶋安行様
メイクに参りました。又3月1日の日赤奉仕団研修会の際
には横山会長にはご苦労をお掛け致しました。

布川二三夫会員
創立40周年記念式典、盛大なうちに終わりましたので

細谷　重徳会員
大変暖かく成りました。春はもうすぐ目の前に来ていま
す。皆さん健康に注意されたし。

渡辺冨士夫会員
40周年ウエルカム、式典と皆様の協力で無事終了致しま
した有難うございます。

遠藤悦弘会員
横山会長、宮山実行委員長をはじめ役員の方々、40周年
お疲れ様でした。

石川　庸会員
皆様40周年記念は本当にお疲れ様でした。現執行部、実
行委員会、特に総務委員会、行事委員会、事業委員会の
委員長様たちのご尽力のお蔭様で何とか無事に、また盛
況に終えることができました。感謝申し上げます。有難
うございました。

中村　眞治会員
旧姓、鳴澤さん結婚オメデトウございます。頑張れアク
ト
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水口　衛会員
40周年記念式典皆様お疲れ様でした。無事、事業に関し
ては30周年にあずかりました絵の返還以外はすべて完了
しました事を報告いたします。

牛山裕子会員
本日はローターアクトの卓話です。相澤会長、普段の実
力を発揮して、会員増強につながるスピーチをお願いし
ます。鳴澤さん、ご結婚おめでとうございます。これか
らも遊びに来て下さいね。

竹中裕彦会員
鳴ちゃん、おめでとう！お幸せに！

須山文夫会員
鳴澤さんご結婚おめでとうございます。相澤君、山口君
増強お願いします。

鈴木昇二会員
川崎大師ローターアクトクラブ相澤会長、ようこそ。今
日は、ローターアクトの活動の意義をお聞かせください。
会員に皆様には、今後ともローターアクトクラブへのご
理解とご支援を宜しくお願い致します。

沼田直輝会員
妻の誕生日にはステキなお花を頂きました。有難うござ
います。

野澤　隆幸会員
・2月27日、京都総本山での東日本大震災物故者追悼3回
　忌法要に参列しました。いつまでも深く思いを寄せる
　ことが、大切だと感じています。
・クラブ創立40周年行事終わりました。実行委員会の皆
　様お疲れ様でした。

宮山光男会員
・2月23日創立40周年記念式典及び前日の歓迎会では、
　横山会長始め会員の皆様のご協力により盛大に挙行出
　来ました事に、会員の皆様に深く御礼申し上げます。
・本日所用の為、早退します。

横山　俊夫会長
・40周年式典、祝賀会皆様お疲れ様でした。
・ローターアクト相澤会長、本日は宜しくお願いします。

矢野　清久会員
ローターアクトの皆さん、本日は宜しくお願いします。
楽しみにしています。

岩井茂次会員
創立40周年式典が無事終わりました。皆様お疲れ様でし
た。横山年度も残り4ヶ月です。皆様宜しくお願い致し
ます。

本日のニコニコのテーマ
　本格的な花粉の季節になりました。
　皆様２か月間なんとか乗り切りましょう。
　増田　昌美会員、島岡　栄基会員、船山　昭三会員、
　秦　　琢二会員、鈴木　幹久会員、坂東　保則会員、
　竹内　祥晴会員、伊藤　佳子会員　合計　61,000円
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出席報告　　　　　　　　　　　石渡　勝朗出席委員長
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委員会報告
世界大会について　　　　　　　　　　渡辺冨士夫会員
　2月21日　第1回実行委員会があり、次年度市川ガバナ
ーより世界大会リスボンに出席の要望がありました。
　昨年バンコクの世界大会には、日本から3000名程の出
席、当クラブでは毎年牛山さんが世界大会に出席してい
ます。今年度も登録済みとのことです。今年度はＲＩ会
長が日本の田中会長ですので是非とも出席を願いたいと
のお話がございました。ご協力の程宜しくお願いします。
内容はパンフレットを回覧しましたのでご覧ください。

　　　　　　　　　　社会奉仕委員会　沼田直輝委員長
3月21日　殿町小児童と桜のポスター貼り
　　　　10時…殿町小　集合
　　　　12時…終了・解散
皆さんご参加ご協力お願いします。

40周年事業委員会　　　　　　　　　水口　衛副委員長
　事業で残っている30周年の時に集めた子ども達の絵の
返還作業をします。例会終了後、事務局であて名書き作
業を行います。ご協力お願いします。

卓話者のご紹介　　　牛山　裕子ローターアクト委員長
　改めてＲＡＣのご紹介をさせて頂きます。私がこのク
ラブでＲＡＣに関わってもうじき丸３年なります。川崎
大師ＲＡＣは８年目に入っていると思います。提唱した
ころのご記憶ある方いらっしゃいますね。始めから人数
の多いクラブではありませんでしたが、今から3年前に
は一人か二人というところでした。鳴澤さん、中村祐規
さんのお二人が非常に何年間か頑張ってくれて実数は8
名、鳴澤さんが他のクラブに移りますので7人です。こ
れから相澤会長に川崎大師ＲＡＣの活動を含めてロータ
ーアクトとはなんなのかという話をしていただきます。
皆様、話を聞かれたら一人でも二人でも川崎大師ＲＡＣ
増強できるようにご紹介ください。

卓話　　　　　　川崎大師ＲＡＣ　会長　相澤　祐輔様
　川崎大師ＲＡＣのチャーターメンバーとして今日まで
頑張ってきてくれましたが、結婚されるという事で今回
川崎大師ＲＡＣを退会、そして茨城の方のＲＡＣに移籍
することになりましたので一言お願いします。

ご挨拶　　　　　　　　　　　　　　　鳴澤　由美子様
　この度3月3日に入籍をしまして鳴澤から山崎に代わり
ました。山崎由美子です。宜しくお願いします。私がＲ
ＡＣに入会したのは、丸7年前です。ちょうど社会人も
一年前の冬で、川崎に引越してきて友達もいない知り合
いもいない中でご紹介頂き、ＲＡＣに入って知り合いも
たくさん増えましたし、旦那様もＲＡの人で友達と共に
生涯の伴侶もこちらのＲＡで見つける事ができました。
今の旦那様と出会ったのが3年くらい前です。東京のＲ
ＡのＯＢの方との飲み会で、その場に彼もいてというの
がきっかけですが、どこかで会っているかもしれないね
という事で、自分の名刺を見直してみたら7年目の川崎
大師ＲＡＣが出来てすぐに参加した関東ブロック研修会
というところで、どうも名刺交換をしていたようで7年
前の名刺が出てきました。そういうつながりがやはりＲ
ＡＣって面白いなーと改めて思いました。本当にたくさ
んの経験もさせて頂きました。私はもともと幼稚園の先
生をしており、短大の保育科というのは殆んど保育のこ
　

としか勉強しないのであまり職業の選択肢がない中で、
幼稚園という道を選んで就職をして、これがあっていた
のでしょう。日々楽しく過ごしていたのですがＲＡＣに
入っていろいろな人と話すようになり、いろいろな世界
があることを知って、違う事にも挑戦してみたいと思う
ようになり、全然違うホテルという業界に転職をしまし
た。結婚式の配膳の仕事をしたりですとかいろいろな経
験をできたのも根本にあるのはＲＡＣのお蔭だなあと思
っております。彼は中村会員が代表をされた時に茨城の
代表をしており、筑波の方に今日を持って移籍という事
になります。これから彼に付き添ってもらい茨城のＲＡ
Ｃをいくつか訪問させて頂き、その中で移籍先を決めた
いと思っております。距離は遠くなってしまいますが神
奈川と茨城が一緒にできたらいいな、そういう時の橋渡
しなれたらいいなと思っております。川崎まで今日2時
間かかりました。田舎から都会に出てきてビルが沢山立
っているなと思いながら、懐かしい川崎の街を歩きまし
た。こうして遊びに来た際にはお話しさせて頂ければと
思います。中々会う機会は減ってしまうかと思いますが、
どうぞ今後とも宜しくお願いします。長い間大変お世話
になりました。有難うございました。

　　　　　　　　川崎大師ＲＡＣ　会長　相澤　祐輔様
　鳴澤さんは当クラブ唯一の女性会員でありました。鳴
澤さんが退会するという事で当クラブは7人になり女性
会員ゼロになってしまいました。さらにチャーターメン
バーである中村祐規さんが今年度でご卒業という事にな
りますので6名となってしまい、実際活動している方も
全員という事ではないので、出来ることも出来なくなっ
てしまう。考えられることも考えられなくなり余裕がな
くなってくるところでありますが、ただいま3名活動し
ている中でも次年度会長をやって頂けるという方がいま
す。その方は飯塚元明さんのご紹介の山口君です。まだ
19歳で飯塚さんのもとで働いていますが、最近ＲＡの楽
しさが分かってきたという事で会長をやりたいという事
で会長を引き受けて頂きました。この間も全国研修会で
熊本に行って来ました。そこでたくさんの人と交流を図
り、相模原の年次大会というものがあるのですが、そち
らのＲＡＣの方々とも沢山交流を取り、こらからもっと
顔を広めて、もっと楽しくしていきたいという思いを最
近聞きました。すごい頼もしいなと思いました。僕が会
長を始めたのもまだ１年経っていませんが、ＲＡＣ歴１
年半くらいです。ＲＡＣに入って半年後に会長をやって
くれと言われてはいませんでしたがそういう雰囲気を出
していたので、当時鳴澤さんと中村さんしかいない状況
だったので必然的に新会員である僕がやることになって
しまいました。もうそろそろ１年、残り３ヶ月会長の役
を全うしたいと思いますが、山口君に僕が半年間培って
きた会長の楽しさと役割を教えていけたらなと思います。
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今年度川崎大師ＲＡＣの活動報告をいたします。
　第１回　会長の所信表明に始まり会員の増強を掲げま
した。今年度始まった時は３人鳴澤さん、中村さん、私
でそこから４人増えて７人、今度８人目が入る予定でし
たが入会は見送られました。今年度目標は１５人でした。
　今年度会員が増えた要因、まだ４人ぐらいしか増えて
いませんがロータリアンの方の支援があってからこそだ
と思います。ここにいらっしゃる牛山さんや飯塚元明さ
んがとてもよく面倒を見てくれたお蔭で少ないながらも
活動できたと思います。残り３ヶ月で１５人まで増やす
のはちょっと大変かもしれませんが、やはり増やすだけ
が目的ではなくＲＡの楽しさを色々な人に知ってもらい
たいというのが僕の気持ちに合って、そのためにはこの
川崎大師ＲＡＣがもっと面白い活動をしてみんなに楽し
んでもらえるような活動をしていきたいと思っています。
山口君は飯塚さんの会社の社員という事で入会しました。
僕のおじさんが飯塚さんです。飯塚さんに紹介されてこ
のＲＡに入りました。やはりＲＡ、ロータリアンもそう
ですがつながりが大事なのかなぁと思います。会社の社
員だったりお子さんだったり、そういうところから増え
ていくのかなあと、そういうところから増えていくと変
な先入観を持たずに、その人の誠意が伝わります。皆様
にお願いしたいのは少しでも多くの人に川崎大師ＲＡを
知ってもらいたい。そして僕もその為に活動していきた
いと思っています。
　活動報告の途中でした。会長所信表明に始まり会員増
強の目標に掲げ、鳴澤さん、中村さんはＲＡをよく知っ
ていますが新会員が増えたため、何をするところなのか、
何をすればいいのか、何ができるのだろうか分からない
会員が増えましたのでＲＡを知ろうという事で今年度の
ＲＡ委員長の桝崎一之さん（横浜東ＲＣ）に卓話をお願
いしてロータリーとは何か、ローターアクトとは何かと
いう事を今迄３回卓話を行っていただきました。会社や
テストがあるからアクトを休むのではなくて、アクトに
行ってそこの色々なことを学び会社やテストでも生かす
という事です。アクトではみんなが集まって楽しむだけ
ではなくたくさんの人とお話をする機会、ロータリアン
の方ともお話しする事ができますし普段会わない他のＲ
Ａの方達とも話す事ができるという事がとてもいい所な
のです。普段学校や社会にいるだけですとそこの枠の中
だけでしか活動できない。そうしますと考えが固まって
しまう、視野が狭くなってしまう。それを取り払ってく
れるのがＲＡであり、ＲＡに入会しても活動しない方が
いらっしゃるんですが、それはアクトを有効に活用でき
ていないのかなぁと思います。僕はアクトに入会して先
ず何をしたかといいますと、アクトのことを知る前に他
のＲＡにたくさん訪問させて頂きました。横浜東や横浜
南など何回も例会に参加してその中でＲＡとはどういう
ものなのかという事を学びました。そこで学んだのはＲ
Ａ、今僕がこうして人の前に立ってお話しさせて頂いて
いることもそうですが、人の前でお話ができる、人に何
かを伝える事ができる、自分で何かを計画して実行でき
る、人の前に立ってお話しの練習ができる場所だと思っ
ています。人の前で話すと言う事はすごく大変なことで、
自分が何を言っていいのか何を伝えたいのか学ぶことが
出来ました。僕はもともと人前で話すのがものすごく苦
手です。会長になって機会が増えました。最初は前に出
るたびに足が震えて、声が震えてどうしよう・どうしよ
うとしているうちに終わっていました。終わった後にこ
れ話せなかったという事が沢山ありました。今では足が
　

震えることはありませんが、話し終わった後にこれ話せ
ばよかったなぁとかこれ言いたかったなぁという事が沢
山あります。そこが一番会長やっていて学べたところか
なと思います。
　普段ロータリアンや目上の方と話す機会は少ないです。
ここでＲＡに入ってこういう機会をたくさんもらえて自
信が付きました。僕はサラリーマンではないですが、会
社ですとたくさんの方の前でプレゼンテーションをする
と思いますが、それとはまた違った僕のことを全く知ら
ない人が分からない話をするという事で、そこで何を話
せばいいのかものすごく考えます。今回はＲＡについて
という事ですがいろいろあって何を話そうか、まずＲＡ
を知ってもらうために今日ここに立っています。それが
伝わっているかどうかは僕の話し方と皆さんの受け取り
方次第ですけれど、すごい緊張すると話したいことが話
せなくなります。会長が終わった後も地区の幹事をやら
せてもらいます。そこでもそういう事が増えていくと思
いますので、今年度の会長として前に立って話していた
ことを活かし次年度も地区の幹事としてもっと人前で話
せるように、もちろん川崎大師ＲＡの発展のために色々
なクラブを見て、面白い例会、面白いＲＡを見せていけ
たらと思っています。
　皆様にはＲＡを入会できる人を連れて来てほしいなぁ
という願いがあります。まずは自分たちが川崎大師ＲＡ
を盛り上げてこれからもっと頑張っていきたいと思って
いますので皆様これからもご支援宜しくお願いします。

卓話御礼　　　　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長
　相澤会長有難うございました。創立３３年目の安藤年
度にＲＡが立ち上がりました。早いものでまもなく８年
目に入ります。今、相澤会長が言ったように1年ちょっ
とで会長という事で、最初の時の話し方と今の話し方、
はっきり言って全然変わってきました。やっぱりある程
度自信が付いたのでしょう。自分が一生懸命やっている
ということが話す言葉になって出てきていると思います。
４月の楽大師２０日、２１日ですけれども２１日の日曜
日に楽大師の石川さんにお願いして今年も献血車を出さ
せて頂きます。その担当を川崎大師ＲＡＣにお願いをし
てあります。我々はそれをサポートする、実際の活動は
ＲＡの事業として地区なりでのいろいろなお手伝いも含
めて、ぜひ4/21楽大師献血活動どうだという事でしたら
相澤会長がやらせて頂きますという事です。いろいろな
案内がアクトを通じてくると思います。これが一つのき
っかけとなって、今増強の話も出ていましたが普段やっ
ている活動が皆さん方に見えない、提唱している我々が
見えないという事はもっと周りの人は見えてないのかな
と思いますので、そういった機会を大事にして増強にも
つなげていただければと思っています。出来ればその時
に「大師ＲＡはこんな活動をしていますよ」なんて言う
のが出していただけるともっとありがたいのかなと、今
着々と準備をしているそうですので、その節には皆さん
方も会場にお越しいただければと思います。今日はお忙
しい中来ていただいて、また鳴澤さんもお幸せになって
頂き、別の所でも活躍するという事ですのでこっちにく
る機会がありましたら是非お寄り頂いてみんなと交流し
たいと思います。今日は本当に有難うございました。
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日時：平成２５年３月２０日(水)は休会です。


