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第 1972 回（本年度 第 13 回） 例会 平成 25 年 10 月 2 日  曇 

 

●司会               秦 琢二 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 

本日のゲスト紹介はございません。 

来訪ロータリアンの紹介    飯塚 元明 親睦委員 

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、10月 19 日の地区大会には多くの会員の参加お願い致し

ます。 

2、今年度３カ月が過ぎました。各委員長は、委員会を開

催し今後のスケジュール及び事業・活動の充実を図るよ

うお願い致します。 

 

3、米山梅吉記念館より 100 円募金への協力に対するお礼

が届いています。 

4、公益財団法人米山記念奨学会より「ロータリー米山記

念奨学事業 豆辞典」が届いています。 

5.芹洋子さんから、チャリティーＤＰではお世話になりま

したとのお手紙を頂きました。 

6.市川ガバナーよりガバナー公式訪問のお礼状が来ました。 

 

幹事報告             清水 宏明 幹事 

１、ガバナー月信が届いています。 

２、他クラブの例会変更のお知らせを回覧します。 

３、本日、例会終了後 定例理事会があります。 

入会祝・奥様誕生祝・会員誕生祝 水口 衛 親睦委員長 

入会祝 

野沢 隆幸 会員              1990年 10月 17 日 

倉成 保巳 会員               1999年 10月 20 日 

石渡 利治 会員               2000年 10月 4日 

須釜 賢治 会員               2008年 10月 22 日 

奥様誕生祝 

鈴木 幹久会員奥様   晋子様               

炭谷 博功会員奥様   厚子様 

久保 博和会員奥様   静江様          

小林 勇次会員奥様   充代様 

船木 幸雄会員奥様   幸子様 

会員誕生祝 

林  鶴会員  

小泉 敏和会員  

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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布野 真治会員 

 

 

出席報告          須山 文夫  出席委員長

会員数 対象者 出席 欠席

1972 回 55 43 31 12 72.09 ％

1970 回 55 43 26 17 60.47 ％

3 修正出席率 67.44 ％

出席率

前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

メークアップ             

林  鶴・船木 幸雄・飯塚 元明 各会員 

 

スマイルレポート（ニコニコボックス） 

 小林 勇次 会員 

 

 

野澤 隆幸 会員 

１０月は、私の入会記念の月。皆様に支えられて、今があ

る記念の月でもあります。これからもよろしくお願いいた

します。 

小林 勇次 会員 

・次週のクラブ対抗戦優勝目指して頑張りましょう。 

・国枝さん、卓話よろしくお願いします。 

清水 宏明 幹事 

国枝様卓話よろしくお願い致します。 

鈴木 昇二 会長 

国枝 信孝様、ようこそお越し下さいました。卓話宜しく

お願い致します。 

10 月 19 日の地区大会には、多くの会員の皆さまのご参加

をお願い致します。 

事務局 竹下 美代子 様 

地区大会記念ディナーパーティーでは皆様本当にお疲れ

様でした。参加させていただき、心から感謝しています。

すてきな思い出ができました。 

ありがとうございました。 

 

本日のニコニコのテーマ 

「国枝様 卓話宜しくお願い致します。」 

牛山 裕子、伊藤 佳子、水口 衛、石渡 勝朗、嶋崎 嘉

夫、炭谷 博功、鈴木 幹久、増田 昌美、中村 孝、沼

田 直輝、出井 宏樹、細谷 重徳、船木 幸雄、竹内 祥

晴、白石 浩司、竹中 裕彦   各会員 

 

委員会報告 

米山奨学金増進委員会  

牛山 裕子 委員 
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ロータリー米山豆知識をお配りしましたので必ずご

一読下さい。 

草野球同好会          中村 眞治 監督 

11 月に県大会、全国大会、大きな大会があります。 

川崎大師ロータリークラブの名を全国に広めてまいりま

す。皆様の多大なる寄付を宜しくお願いします。 

ゴルフ同好会          白石 浩司 委員長 

9 月 2４日（火）地区大会チャリティー大会に鈴木 会長 

白石 浩司会員、船木 幸雄会員、飯塚 元明会員で 

参加してまいりました。成績は残念な結果でしたが 次週 

7 クラブ親睦ゴルフ大会ではホストクラブとしての参加で

す。また例年通り優勝を目指します。応援宜しくお願いし

ます。 

東海道かわさき宿交流館      

横山 俊夫 直前会長 

平成 25 年 9 月 28 日（土）に東海道かわさき宿交流館完成 

祝賀会に出席してまいりました。

 

 

卓話者の紹介        

職業奉仕委員会          石渡 勝朗 委員長 

 

 

卓話 

大師中学校の様子と進路学習の現状 

川崎市立大師中学校進路主任     国枝 信孝 様 

本年７月２６日の職業講話では鈴木会長、石渡委員長を

はじめ多くの大師ロータリークラブの皆様に大変お世話

になりました。本来なら校長、教頭がご挨拶に来なければ

ならないところ公務のため私が伺い中学校の様子をお話

しさせていただきます。 

現在大師中学校は 3 年 5 クラス・2 年 5 クラス・1 年 6

クラスの 16 クラスあります。 

古くよりあったレンガ造りの校舎はなくなり、新しく校舎

が増築されました。 

最近この地域にはマンションが増え東門前小学校がいっ

ぱいになり仮校舎を大師中学校のグランドに建て運営し
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クラブ行事 

10 月 9 日       7 クラブ親睦ゴルフ大会 

10 月 18・19 日 地区大会 

11 月 6 日      3 クラブ合同例会（日航ホテル） 

11 月 20 日   職場訪問・移動例会 

 

てます。今後この小学生たちが中学に入学してくると大師

中学でも教室がかなり足りなくなります。 

来年入学予定の 1年生があと 3人増えると 7 クラスになり

ます。また大同特殊鋼の社宅が 14 階建てマンションにな

り、7 年後には各学年 8 クラスになるかもしれません。川

崎市では大師中学校に 20 教室増やす計画がありますがも

ともと狭い学校の敷地に作らなければなりません。 

増えて良いことは活気があって学校の雰囲気がよくなり

ますが、困ることもたくさん出てきます。グランドに全員

入らない。体育館への移動に時間がかかる。宿泊行事も人

数が多いので限定されてします。 

教員について、現在 30 数人ですが、50 人程度まで増やさ

なければなりません。 

昔は、元気の良すぎる生徒が見受けられましたが、今で

はほとんどいません。 

現在は、臨時ではありますが相撲部があり、3 年生が県大

会で好成績をおさめ、関東大会に出場することとなりまし

た。他にも、秋の大会では野球部・バスケ部・吹奏楽部も

大変活躍しています。 

 

 

1 年から 3 年の全クラスが学級新聞を発行しています。 

現在、生徒会にて今の子らしく「ＤＡＫ」（大師あいさつ

活動）と称して、「あいさつ運動」をおこなっております。 

大師中学では特別活動が盛んで川崎市のモデル校として

研究発表をするほどです。 

その１つに進路指導があります。進路と言うと就職進学だ

けのイメージがありますが「人生を考える」学習をしてい

ます。１年生には「仕事について」２年生は「職場体験」

そして３年生で初めて「就職・進学、自分の進む道を決め

る」ということです。 

今ではほとんどの生徒が進学で就職希望は 176 人中１人

です。子供の意志を聞いて成績等を考慮してきめ細かに高

校選びをしてます。 

進学も不登校だった子や問題のある子も安心して通える

ような「サポート校」もたくさん出来てきました。そこで

高校卒業の資格も取れます。冒険家の三浦さんが創設した

クラーク記念国際高等学校（横浜本牧 RC が IAC 提唱）も

その一つです。 

今年から公立高校入試制度がまた変わり当日試験が 50％

と重視されるようになり指導方法・作戦も変えていかなけ

ればなりません。 

時間になりました。 

大師中学校がんばっていきますので今後共よろしくお願

いします。 

 

 

次回例会 10 月 19 日（土） 

移動例会「地区大会」 

ミューザ川崎シンフォニーホール 

（10 月 16 日水曜日例会はありません） 

：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 


