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第 1960 回（本年度 第 1 回） 例会 平成 25 年 7 月 3 日  曇り  

 

●司会              秦 琢二 ＳＡＡ 

●槌の引渡し        横山 俊夫直前会長より 

鈴木 昇二会長へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘               鈴木 昇二 会長 

●斉唱  国家「君が代」 奉仕の理想 

       ♪ソングリーダー  須山 文夫 会員 

近隣ＲＣのご紹介         鈴木 昇二 会長 

第 2590 地区第 1 グループ 

ガバナー補佐  轟  淳次 様 

.皆様もご存じのと

おり市川ガバナーが

第 1 グループから輩

出されます。各行事多

忙となりますが、皆様

のご協力を宜しくお

願い致します。 

 

川崎ＲＣ          会長  酒井 一宏 様 

  〃           幹事  守屋 勇志 様 

川崎幸ＲＣ         会長  齊木 敏雄 様 

  〃           幹事  加藤  亨 様 

川崎中央ＲＣ        会長  木村 教義 様 

  〃          副会長  中村紀美子 様 

川崎マリーンＲＣ     副会長  三野 公一 様 

  〃           幹事  御幡 幸男 様 

本日のゲスト           鈴木 昇二 会長 

川崎大師ＲＡＣ       会長  山口 健人 様 

  〃           幹事  喬  禹翔 様 

感謝状贈呈 

鈴木昇二会長より       横山俊夫前年度会長 

               岩井茂次前年度副会長 

               小林勇次前年度副会長 

               矢野清久前年度幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

乾杯              横山 俊夫直前会長 

 

 

 

 

第 41期 

会 長 鈴木昇二 

副会長 牛山裕子 

幹 事 清水宏明 

ＳＡＡ 秦 琢二 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０

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

URL http://kawasakidaishi-rc.com/   E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 

 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館

 

http://kawasakidaishi-rc.com/
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出席報告          須山 文夫  出席委員長 

会員数 対象者 出席 欠席 出席率

1960 回 53 45 34 11 75.56 ％

1958 回 55 47 27 20 57.45 ％

4 修正出席率 65.96 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　
 

メークアップ             

野澤隆幸・渡辺富士夫・飯塚元明・沼田直輝   会員 

スマイルレポート(ニコニコボックス)  小林 勇次 会員 

第１グループガバナー補佐       轟 淳次 様 

本日は第１グループ内会長・幹事様と一緒に表敬訪問に伺

いました。鈴木会長、清水幹事始め、会員の皆様、新年度

スタートおめでとうございます。直前会長横山会員、幹事

矢野会員、一年間ご苦労様でした。又、我がクラブ最終例

会に、ご丁寧にご訪問賜りまして、会員一同感激と感動を

有難うございました。 

川崎ロータリークラブ     会長 酒井 一宏 様 

               幹事 守屋 勇次 様 

本日は表敬訪問に伺いました。鈴木会長、清水幹事の御健

闘心より御祈念申し上げます。 

川崎幸ロータリークラブ    会長 齊木 敏雄 様 

               幹事 加藤 亨  様 

本日は表敬訪問に参りました。本年度川崎大師ロータリー

クラブの皆様方の御指導・御協力の程よろしくお願い申し

上げます。 

川崎中央ロータリークラブ   会長 木村 教義 様 

              副会長 中村 紀美子様 

表敬訪問にまいりました。川崎大師ロータリークラブ鈴木

丸の出航をお祝い申し上げます。この一年よろしくお願い

申し上げます。 

川崎マリーンロータリークラブ副会長 三野 公一 様 

               幹事 御幡 幸男 様 

表敬訪問に伺いました。鈴木会長、清水幹事を始め川崎大

師 RC の皆様には、一年間お世話になります。貴クラブの

ご活躍が輝かしいものになります事を心より御祈念申し

上げます。宜しくお願い申し上げます。 

野澤 隆幸 会員 

鈴木昇二会長年度のスタートをお祝いします。ご活躍をお

祈りします。 

宮山 光男 会員 

鈴木年度のスタートを祝して。 

横山 俊夫 会員 

鈴木年度のスタートを祝して。 

竹田 正和 会員 

昇二丸の無事航海を祈念して 

坂東 保則 会員 

本日、川崎市長表彰を受賞しました。 

岩井 茂次 会員 

日本スポーツマスターズ神奈川県予選バスケットボール

の部で我が富士見ＢＵＬＬＳが優勝しました。9 月 13日～

16 日に北九州市で行われる全国大会に神奈川代表として

出場します。 

小林 勇次 会員 

鈴木会長・清水幹事・役員・理事・第一グループの皆様 １

年間よろしくお願い致します。 

清水 宏明 幹事 

１．轟ガバナー補佐、また近隣クラブの会長、幹事様 川

崎大師ＲＣにようこそ！ 

２．皆様、鈴木会長をよろしくお願いします。 

牛山 裕子 副会長 

ＲＩ世界大会で休んでいた１週間分の仕事が昨日やっ

と終わりました。新しい年度の船出に際し、皆様のお力添

えをよろしくお願い致します。 

鈴木 昇二 会長 

2590地区第一グループガバナー補佐 轟 淳次様 は

じめ川崎ＲＣ 会長・幹事様、川崎幸ＲＣ 会長・幹事様、

川崎中央ＲＣ 会長・副会長様、川崎マリーンＲＣ 副会

長・幹事様、表敬訪問有難うございます。会員一同に変り

お礼申し上げます。 

今年度も、執行部・理事・役員が一丸となりクラブ運営に

邁進する所存ですので、皆さまのご指導・ご鞭撻宜しくお

願い申し上げます。 

本日のニコニコのテーマ 

「横山丸の帰港、鈴木丸の出航を祝して。」 
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水口 衛、秦 琢二、沼田 直輝、増田 昌美、石川 庸

中村 孝、船山 昭三、矢野 清久、嶋崎 嘉夫 

島岡 榮基、鈴木 幹久、布川 二三夫、中村 眞治 

石渡 勝朗、前田 良賢、大藪 善一、船木 幸雄 

飯塚 元明、石渡 利治、渡辺 冨士夫、安藤 賢一  

各会員 

 

委員会報告 

地区大会記念ディナーパーティー実行委員会 

実行委員長 渡辺 冨士夫  

市川年度を第一グループとしてバックアップしていき

ます。皆さん参加してください。地区内 61 クラブで、各

クラブ２０％の参加を目標にしております。当クラブ内で

は、7 月 12 日 18 時より事務局で行います。 

職業奉仕委員会         石渡 勝朗 委員長 

7 月 26 日に大師中学校において「夏休み総合講座」を

開催し、働くことについて職業講話を行います。講師を選

定中ですが、当クラブの会員からも講師をお願いすること

になりますのでご協力をお願い致します。 

ローターアクト委員会       飯塚 元明委員長 

7 月 10 日水曜日 19 時 30 分に川崎振興会館で第一例会

を開催します。3 名から増強し 11 名でのスタートとなりま

す。まだ増強の予定がありですので、皆さまご協力をお願

い致します。 

幹事就任挨拶            清水宏明 幹事 

この度、伝統ある川崎

大師ロータリークラブ

の幹事を務めさせて頂

くことになり心より嬉

しく思います。その半面

責任の重さを感じてお

ります。鈴木会長の指導

の下、会長の片腕となりクラブ運営をスムーズに行えるよ

う精一杯努力する所存でございます。鈴木会長のテーマで

ある「魅力ある人作り 魅力あるクラブ作りをみんなで」

を実践できるよう、会員の皆さんと共に委員会活動や親睦

活動が活発になるよう心掛けて行きたいと思います。 

会員の皆さんにとって、価値あるロータリーライフを楽し

んで頂けるように努めて参りますので、ご指導ご鞭撻をお

願い申し上げます。 

副会長就任挨拶          牛山 裕子副会長 

私がロータリークラブに縁をもったのは 1989 年ロサン

ゼルスのロータリークラブです。ちょうどそのころ女性が

ロータリークラブに入会できることになり入会しました。 

 その後、帰国し延べ４つのロータリークラブを歴任しま

した。当クラブには卓話がきっかけで入会しました。この

クラブは素晴らしいクラ

ブでパスト会長はじめ、

理事経験者、大先輩方が

委員長や要職に就き「楽

しいクラブ創り」に頑張

っておられます。今年は

副会長としてクラブ管理運営委員会を担当させていただ

きますが日頃、私は街づくりコーディネーターとして「ひ

とが住みたくなる街づくり」を目指し活動しております。

クラブ管理も同様。ひとが入りたくなるクラブを創ること

だと思います。また私はロータリーの活動はとにかく楽し

くて趣味の一つだと考えてます。すべてのメンバーがロー

タリーの活動に対してそう思えるようなクラブ作りに努

力してまいります。 

一年間宜しくお願いします。 

会長就任挨拶           鈴木 昇二 会長 

一昨年８月に指名委員会より指名され、会長を引き受ける

ことになりました。鈴木でございます。入会して約８年気持

ちの準備がないまま引き受けたは、さて、どうしようか思案

しました まずは、先輩会長が行ってきたように女房役の清

水幹事、アドバイザーでご意見番の牛山副会長、そして実践

部隊の理事・役員の組織の編成、そして活動方針へと進んで

きた訳ですが、今後のクラブ方向はと考えたところ、クラブ

の長所・欠点は何だろうか、長所を伸ばすか、欠点を改革す

るか思案しましたが、所属しているクラブの長所は意識しづ

らいのですが、欠点、弱点は多く見えてきました。 

第一に考えたことは、今クラブに何が欠けているか？ 

１． 全てに於いて、従来のｸﾗﾌﾞ運営をゼロから見直すこと。 
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7 月 12 日（金）18：00 事務局 

 地区大会記念ディナーパーティー委員会 

7 月 10 日（水）19：30 川崎産業振興会館会議室 

 川崎大師ローターアクトクラブ第 1 例会 

7 月 24 日（水）中華料理 天龍 

 暑気払い移動例会 

7 月 26 日（金）大師中学校 

 職業奉仕委員会「夏休み総合講座」 

２． ５０周年に向け第一歩を構築しよう。 

３． マンネリした打破するために、各委員会の意義と目的の

再確認を委員会・勉強会の実施。 

４． 活動を通じて ロータリーを学び 喜びを 職業・社会

奉仕へ向けよう。 

これらを実践して行くにはどうするか？ 

ここで観点をかえて、川崎大師の会員の平均年齢が 61.5歳で

少し超えていますが、私は団塊の世代です 

仮に、大師会員を 3 つに分けるとしたら、先輩年代、われわ

れ団塊の世代、それから若い世代分けたとしたら 

①先輩の方々は、戦前・戦中・戦後生きてこられて、戦後政

治も経済も壊滅的な日本を手探りで開拓してこられた世代で

しょう。ただその時代でも文化だけは生き続けて現在まで継

承されていたのではないでしょうか。 

②そして、先輩諸氏が築き上げた社会を、次に我々団塊の世

代が、ＧＤＰを世界第 2 位まで押し上げる一役を担った世代

でしょうか。 

③そして、現在のグローバル化された世界で若者が活躍して

いる、しようとしているのでしょうか。 

ただ日本がＧＤＰ2 位から 3 位に転落したのは私たち団塊

の世代の責任が大いにあるのではないでしょうか。 

３世代をロータリーに置き換えると、川崎大師ＲＣは前年

度 40周年を終えましたが、先輩諸氏が川崎東から手探りでゼ

ロから川崎大師を築き上げてこられました。そして、101.111

の会員数の大ロータリークラブに押し上げました。このこと

は先輩諸氏の大いなる成果でしょう。 

現在、53名のクラブへと転落、又は充実ですか？これも中

堅が悪いからでしょうか？そして若い世代に引き継ぐ事にな

るのでしょうか？ 

そして、３世代の個人的の観点から 

①先輩諸氏は、事業もロータリーも成し遂げてきた。あとは

自身を極めることとか人生を謳歌しているのでしょうか？ 

②そして我々世代はがむしゃらに突っ走って来て、そろそろ

引退して、人生をどのように生きようか考えているのでし

ょうか？ 

③最後にそのあとの世代は、どのように勝ち組になるか悪戦

苦闘している状況でしょうか？ 

そのような状況で、日本が生き続けるように、川崎大師ロ

ータリークラブも生き続けて行くのでしょう。 

但し、われわれは限りある命ですだから、『今でしょう』 そ

してたどり着いたところは・・・スローガン 『魅力ある人

づくり、魅力あるクラブづくり を みんなで』に至りまし

た。要するに、全員参加一人一役でクラブ運営にあたり楽し

む事ではないでしょうか 

①それには、先輩諸氏は、豊富な人生経験の少しをロータリ

ーに、 

②私たち世代は、事業を少し手抜きしロータリーに全力を、 

③そして、若い世代は自身の職業に全力でそして、ロータリ

ーにも全力で取り組んで頂きたい 

これらの事が、ロータリアンとして、自身にも、家族にも、

職場にも、地域にも多くの喜びを分かち合えものと信じて居

ります。 

今年度達成したい事 ４項目！！ 

１．会員増強 純増４名 

 ２．出席率の向上 

 ３．周年積立 １００万円 

 ４．未来計画推進委員会の育成 

以上で今年一年 会員の皆様、地区の皆様のご指導、ご鞭撻

宜しくお願い申し上げます 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 7 月 17 日（水） 

卓話：日本株に対する強きシナリオに変更なし 

卓話者：大和証券(株)川崎支店支店長  

東本 孝寛 様 

：クラブ会報委員会： 

増田昌美／竹田正和／須山文夫／飯塚元明 

竹中裕彦／水口 衛／岩井茂次／中村 孝 


