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第 1969 回（本年度 第 10 回） 例会 平成 25 年 9 月 11 日  曇り   

 

●司会            岩井 茂次 副ＳＡＡ 

●点鐘               鈴木 昇二 会長 

●斉唱   奉仕の理想  

     ♪ソングリーダー    須山 文夫 会員 

 

ゲスト紹介            鈴木 昇二 会長 

ＲＩ2590 地区第１グループ ガバナー補佐 

川崎マリーンＲＣ          轟 淳次 様  

米山奨学生              白 玉香さん 

轟ガバナー補佐より奨学金の授与 

来訪ロータリアンの紹介    水口 衛 親睦委員長 

本日、来訪ロータリアンはございません。 

会長報告             鈴木 昇二 会長 

１．理事会報告 

２．多摩川堤防桜の件 

３．公益財団法人 米山梅吉記念館１００円募金の件 

４．指名委員会委員長の件、定款細則に基づき野沢パスト

会長にお願いします。 

幹事報告             清水 宏明 幹事 

１.信徒会館駐車場の件 

２.他クラブの例会変更のお知らせを回覧します。 

出席報告          須山 文夫  出席委員長 

会員数 対象者 出席 欠席

1968 回 55 44 32 12 72.73 ％

1966 回 56 45 34 11 75.56 ％

3 修正出席率 82.22 ％

出席率

前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

メークアップ             

横山 俊夫・坂東 保則・飯塚 元明    各会員 

８月出席順位 

３３３％ 須山 文夫 

３００％ 牛山 裕子 

２００％ 増田 昌美・鈴木 昇二 

１６７％ 竹中 裕彦・清水 宏明 

１３３％ 鈴木 幹久・中村 眞治・竹田 正和 

伊藤 佳子           各会員 

８月ホームクラブ１００％ 

布川 二三夫・鈴木 幹久・宮山 光男・野沢 隆幸 

炭谷 博功・中村 眞治・竹中 裕彦・増田 昌美 

石渡 利治・清水 宏明・矢野 清久・岩井 茂次 

鈴木 昇二・伊藤 佳子・水口 衛・秦 琢二 

牛山 裕子・中村 孝・前田 良賢・出井 宏樹 

                 各会員 計２０名 

 

スマイルレポート（ニコニコボックス）小林 勇次会員 

川崎マリーンロータリークラブ 

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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第 2590 地区第 1 グループＡＧ      轟 淳次 様 

貴クラブ協議会に参加させていただきます。皆様の活発な

発言を期待しています。 

宮山 光男 会員 

轟ガバナー補佐をお迎えして 

野澤 隆幸 会員 

轟ガバナー補佐を歓迎いたします。 

増田 昌美 会員 

ディナーパーティーに向けて、本日も食事の時間、ＢＧＭ

として演奏させていただきます。百の練習より一回の本

番！宜しくお願いします。 

竹中 裕彦 会員 

轟ガバナー補佐、本日は宜しくお願い致します。随分スリ

ムになられましたネ！ 

小林 勇次 会員 

・轟ガバナー補佐、本日は宜しくお願い致します。 

・やっと涼しくなりましたね。 

清水 宏明 幹事 

轟ガバナー補佐、本日はよろしくお願いします。 

鈴木 昇二 会長 

１．轟ガバナー補佐、連日のロータリーのお勤めご苦労様

です。今月は当クラブのクラブ協議会です、ご指導宜しく

お願い致します。 

２．皆さまのご尽力で、ディナーパーティーの参加者が 

497 名になりました。ご協力有難うございました。 

 

本日のニコニコのテーマ 

「轟ガバナー補佐 本日は宜しくお願い致します。」 

牛山 裕子、伊藤 佳子、水口 衛、中村 眞治、前田 良

賢、石渡 勝朗、竹内 祥晴、遠藤 悦弘、飯塚 元明、

沼田 直輝、横山 俊夫、島岡 榮基、竹田 正和、 

鈴木 幹久、白石 浩司、坂東 保則、大藪 善一、船木 

幸雄     各会員 

 

委員会報告 

Ｒ財団委員長           竹田 正和 委員長 

１.地区Ｒ財団セミナーに参加しポリオ撲滅、フェローシッ

プ、地区未来夢計画について勉強してきました。 

２.従来のロータリーカードに加え新たにビジネスカード 

ができました。年会費 3150 円の内 1500 円と利用額 

の 0.5％が財団にキックバックします。 

米山奨学生カウンセラー       牛山 裕子 会員 

米山奨学生の白玉香さんのカウンセラーをさせていただ

くことになりました。 

ＹＥホストファミリー        牛山 裕子 会員 

9 月 8 日米山奨学夏季レクに連れて行きました。米山奨学

生のカオリちゃん（白 玉香さん）と隣り合わせの席で一

日行動を共にし、鴨川シーワールドではショーを楽しみ、

鋸山を頂上まで徒歩で登りました。 

ＹＥでは、早速、帰国学生と Mary が仲良くなりまして、

また、丁度、横浜国際高校のＩＡＣの生徒も数人おりまし

て、すっかり打ち解けておしゃべりしていました。ＩＡＣ

にも入会しました。 

ロータリークラブの理解を深める良いチャンスだと思い

ます。高校では弓道部に入りたいと言っております。 

また日本のいろんな家庭も見せたいので是非彼女を呼ん

でいただきたい。 

 

第４回クラブ協議会   議長  鈴木 昇二 会長 

１部 ガバナー補佐卓話 

国際ＲＣ2590地区 ガバナー補佐    轟 淳次 様 

川崎マリーンＲＣ所属の轟と申します。 

2020年東京にオリンピックが決まりました。生涯で２度オ
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クラブ行事 

9 月 19 日（木）ロイヤルパークホテル 

 地区チャリティーディナーパーティー 

地区行事 

9 月 24日 地区大会記念 ﾁｬﾘﾃｨｰゴルフ大会 

9 月 25 日 ガバナー公式訪問 

10 月 18・19 日 地区大会 

リンピックに巡り合えるのは幸せだなと感じます。 

今日の協議会では皆様に期首資料にないことまで自分

の思いのたけを語って大師ＲＣが益々発展するためのお

知恵を出していただきたい。 

先日地区の職業奉仕セミナーに参加して皆様と討議し

最後に私が「職業奉仕のありかたとして簡単に工場見学等 

を社会奉仕と一緒になってすることではない。今後そのよ

うな計画は勘弁してくれ」と発言したところ早速、鈴木幹

久ＰＧから「君は職業奉仕についてどう思うのか？」と問

われ私の知らない部分を多々ご指導いただきました。私は

職業奉仕とはその企業に携わる人、キーマンになる人を褒

めることが本来の職業奉仕であると思います。なぜＲＣを

選んだか？自分の職業を大事にする！こういう奉仕団体

に身を置くことが自分自身、自然体に立っていられると思

います。昨今のＲＣとくにＲＩではここ１０年くらい、職

業奉仕はとっくに卒業し社会奉仕中心に移行したい。特に

今期のＲＩロンＤバートン会長はＲＣここにありと世間

に知らしめることに重きをおいているように思います。 

その一端はポリオ撲滅運動です。残り３か国となったがソ

マリアが加わって訂正の４か国という文書が正式に出て

くると思います。今後たぶん撲滅のために３年から５年の

間、各ＲＣ5000 円/人の協力を拠出していただくことにな

ると思いますがＲＩロンＤバートン会長になり変わって

お願いしておきます。 

ＲＣはただ金だけ払えばいいのかと言えばそうではな

い。我がマリーンＲＣ創立当時先輩から「ＲＣは体の汗は

かかなくていい。脳みその汗をかけ」と指導されましたが

私は己の体を使って汗を流すことが本来のＲＣの奉仕だ

と思います。そしてその信念の基、真心のこもった活動を

させていただいたことは本当にいい思い出になりました。

そういう意味で今日皆様方と縁あって協議会に参加させ

ていただき大師ＲＣを今後どうしていきたいかを皆様の

胸の内を熱く、存分に語っていただきたい。どうかよろし

くお願いします。 

２部 ガバナー補佐を迎えて懇談 

会長、幹事、各委員長が期首資料をもとに活動計画を発表

後それぞれガバナー補佐の講評をいただきました。 

バイオリン演奏          増田 昌美 会員 

チャリティーディナーパーティーでの演奏も来週に迫っ

てきました。「百回の練習よりも人前でやる一回のほうが

芸が身に付く」と浪曲師だった父がよく言っていました。

そういう意味で皆様には申し訳ありませんがこの食事の

場をお借りして「人前の一回？」を演奏させていただきま

す。 

♩♬♪♫♩♬♪♫♩♬♪♫♩♬♪♫♩♬♪♫♩♬♪♫♩♬♪♫♩♬♪♫♩♬♪♫♩♬♪♫ 

 

※前号第 1968 号の訂正 

委員会報告 野球同好会 

甲府クラブの主催で選抜大会→東京調布むらさき RC が 

ホストクラブを務める千＆グレン杯全国選抜野球大会・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 9 月 18 日（水） 

ラジオパーソナリティーと楽しむ昭和歌謡 

フリーアナウンサー 良藤 有三 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 
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