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第２００１回（本年度 第 4２回） 例会 平成 26 年 5 月 21 日  雨 

 

●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 

RI2590 地区第一グループガバナー補佐 

轟 淳次 様 

川崎大師 RC にて 2016~17 年度はガバナーを輩

出するクラブになって欲しいです。これが私の

希望です！！！ 

 

次年度 RI2590 地区第一グループガバナー補佐 

                 中村 眞治 会員 

 

次年度他クラブの情報を報告致します。ご協力をお願いし

ます 

●来訪ロータリアンの紹介   水口 衛 親睦委員長 

川崎 RC               福本 広幸 様 

会長報告             鈴木 昇二 会長 

1、2000 回例会にて記念品のカステラを作りましたので各

自お持ち下さい。 

2、理事会報告 

・ローターアクトの活動が厳しくなっておりますが、存続

の方向で検討しております。 

・クラブソングを作る方向で検討しております。 

・メアリーの送別会が 6/15 から順延しております。 

・6/6薪能にて3万円を拠出し協賛広告を出しております。 

・漢城ＲＣに御祝い金 5 万円を拠出しております。 

・次年度の会費について 通常 30 万円特定 18 万円の上程

があり承認しております。 

・多摩川桜並木の件、国交省へ移管要望中です。 

川崎大師ロータリークラブ週報 
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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・南三陸への義援金をお願い致します。 

3、Ｈ26 年度川崎市文化賞の推薦者を募集中です。 

4、地区より 2013-14 年度セントラル賞を受賞しました。 

幹事報告             清水 宏明 幹事 

① 川崎北 RC より、例会場の変更のお知らせを頂きまし

た。 

② 6 月 13 日に第 2590 地区クラブ事務局連絡会が行われ

ますので、事務局が早く業務終了となります。 

③ 他クラブの例会変更を回覧致します。 

④ 暑くなってきましたので、クールビズといたしますの

で、涼しい服装で例会にご出席ください。 

委員会報告  

親睦活動委員会         水口 衛  委員長 

6 月１１日一泊移動例会のお知らせ 

草野球同好会           沼田 直輝 主将 

5 月 25日は市民大会です 皆さん応援お願いします 

地区拡大増強・退会防止フォーラム報告 

                 鈴木 昇二 会長 

平成 26年 4 月 9日グループディスカッション報告 

① クラブの現状 （会員減少の理由として） 

名前だけの会員に退会してもらいたい 

長期欠席者に声を掛ける事は退会を促す？等 

② 増強について 

卓話者が良い時は候補者に声を掛ける 

クラブの雰囲気が良いクラブ作りをする努力 等 

③ 退会防止 

退会届が提出されないうちに話し合う 

勉強会の後の懇親会は親睦の意味が大いにある 等 

④ その他 

ロータリアンの勉強不足も情報教育もしっかりクラブで

する 

ロータリー文献の広報不足 

出席報告           須山 文夫 出席委員長 

会員数 対象者 出席 欠席

2001 回 55 45 29 16 64.44 ％

1999 回 56 47 35 12 74.47 ％

2 修正出席率 78.72 ％

出席率

前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

メークアップ 

野沢 隆幸・飯塚 元明       各会員 

スマイルレポート         前田 良賢 会員 

国際ロータリー2590 地区  

第１グループガバナー補佐 

川崎マリーンロータリークラブ     轟 淳次 様 

本日はお世話になります。残すところ１か月あまり、色々

と感謝とお礼を申し上げます。次年度アシスタントガバナ

ーの貴クラブ中村さんと挨拶にまいりました。 

川崎ロータリークラブ      福本 広幸 様 

川崎ロータリーから参加させて頂きます。お世話になりま

す。 

野沢 隆幸 会員 

轟ガバナー補佐、ようこそお越しくださいました。 

中村 眞治 会員 

① 轟さん大変お世話になります。今後ともヨロシクご指

導ください。 

② ２５日（日）市民大会では野球の応援、会員の皆様の

力で勝利を 

竹中 裕彦 会員 

① 漢城 RC 訪問の皆様お疲れ様でした。楽しかったです

ね。来年は４０周年です。大勢で訪問しましょう。 

② 草野球の皆さん、日曜日市民大会頑張ってください。 

③ 本日は次年度の話をさせて頂きます。宜しくお願い申

し上げます。 

竹田 正和 会員 

① 轟ＡＧようこそ！ 

② 昨夜は野澤さん、鈴木（幹）さん、お世話になりまし

た。おつかれ様でした。 

③ 竹中エレクト本日はよろしくお願いします。 

石渡 勝朗 会員 

鈴木会長さま始め、みなさまのご好意によりいただきまし
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たブルーレイも順調に始動いたしました。ありがとうござ

いました。 

牛山 裕子 会員 

総会前の監査業務が多くて、今日も京都から例会に来まし

た。夕方、牛山事務所の仕事を片づけ次第、京都へ戻りま

す。元気であることに感謝！ 

鈴木 昇二 会長 

① 轟ガバナー補佐、中村次年度ガバナー補佐、ご指導宜

しくお願い致します。 

② 漢城ロータリークラブの周年例会にご参加の皆さま、

お疲れ様でした。 

③ ２０００回例会では、いきなりマイクを向けられ、音

痴なのがばれてしまいました。失礼しました。 

事務局 竹下 美代子 様 

先週は、2000 回記念例会という貴重な例会に参加させて

いただき、ありがとうございました。皆様に心から感謝い

たします。 

 

本日のテーマ「次年度方針宜しくお願い致します。」 

坂東 保則・船山 昭三・前田 良賢・渡辺 冨士夫 

出井 宏樹・沼田 直輝・水口 衛・中村 孝 

永松 慎太郎・内田 省治         各会員 

 

 

第 7 回クラブ協議会 次年度活動方針について 

会長エレクト         竹中 裕彦 会員 

『 Ｈave Passion！  More Exciting！』 

 

 当クラブは、1973 年 2 月 24 日川崎東ロータリークラブ

として創立以来、歴代会長諸先輩のご指導のもと、会員皆

様方の熱心な奉仕活動により、川崎市内はもとよりＲＩ第

2590 地区内でも有数なクラブに成長致しました。このよ

うな歴史と伝統をもつ川崎大師ロータリークラブの第 42

代会長として指名を受けまして大変名誉に思いながらも、

その重責に身の引き締まる思いを感じております。会員皆

様方は、それぞれの職業分野においてリーダーとして充分

に実績のある方々です。その方々に各役職を担って頂き、

会務の遂行と奉仕活動を共に推進して頂ければ、私でも会

長が務まるのではと思っております。宜しくご協力の程お

願い申し上げます。 

  

さて、ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン次年度ＲＩ会長(台湾初:台

北ＲＣ)は、テーマを『ロータリーに輝きを』（Light Up 

Rotary）と提唱致しました。「世界には問題が山積みとな

っており、大勢の人が助けを必要としています。“自分に

できることはない”と言って、何もせずにただ座っている

だけでは、何もかも暗闇のままです。ただ座って暗闇を呪

うよりも、私が一本、あなたが一本、世界で 120万人の会

員全員がロウソクを灯します。力を合わせれば、世界を光

で輝かせることができるのです。」と尊敬なさる中国の思

想家孔子の言葉を引用し述べておられます。 

 

 そして、大野清一次年度ガバナー(横浜東ＲＣ)は、地区

方針として 

① 会員増強・退会防止により一致団結し、減少から増強

にチームワークで反転攻撃しましょう。 

② 公共イメージの向上、ライトアップロータリーへ一人

一人の奉仕活動の参加でロータリー輝きを与えましょ

う。 

③ ロータリーデーの開催により、地域社会への奉仕活動

にＩＡ・ＲＡに参加して貰う。 

④ 地区主催の研修リーダー会議を開催し、新会員へのロ

ータリー研修の推進を図る。 

⑤ ロータリー財団活動へのご理解とご寄附のお願い。 
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スケジュール予定 

6 月 11 日(水)  一泊移動例会 

   場所 箱根湯本「ホテル河鹿荘」18：00 点鐘 

6 月 18 日(水) 通常例会 ◇副会長・理事退任挨拶 

6 月 25 日(水) 通常例会 ◇会長・幹事退任挨拶 

 

地区関係 

6 月 15 日(日)ＲＡ「第４４回地区協議会」 

6 月 28 日(土)Ｒ青少年交換 2013-14 年度来日学生修了

証書授与式並びに歓送会 

 

⑥ ロータリー米山記念奨学事業へのご理解とご寄附のお

願い。 

⑦ 会長賞への参加、会員増強、出席率の向上。 

⑧ 東日本大震災への復興支援。 

を挙げておられます。 

 

 私は、ＲＩ及び地区からの方針を尊重しながら、クラブ

の独自性を大切にしてクラブ運営をするために次のテー

マを掲げたいと考えております。 

『 Ｈave Passion！  More Exciting！』 

 文字通り、ロータリーの親睦活動と奉仕活動についてよ

り情熱を持って、ワクワクするような１年間にしたいと考

えております。例会出席や会費納入などのロータリアンと

しての責務を果たした上で、例会の卓話で楽しむ、職場訪

問や学生に自分の職業を講和することで楽しむ、献血推進

活動を楽しむ、多摩川土手の清掃活動で楽しむ、姉妹クラ

ブとの友好を深める、若い世代と親交を深める、移動例会

で楽しむ、既存の同好会や新しい同好会を作り楽しむ、そ

して来期ならではのＩＭで楽しむ、などそれがクラブの好

意と友情を深める行為であるなら様々な楽しみ方があっ

て良いと思います。 

 他者からローソクの火を受け継ぐだけでなく、熱い情熱

を持って、お一人お一人が積極的に心の灯をともし行動を

して頂き、更にワクワクしながら能動的に周囲へローソク

の灯を広げて頂きたいと願っております。 

 

具体的には、 

・会員増強委員会～クラブ活性化のため１０名の増強を目

指す 

・クラブ内での相互理解を深めるため、会員職業案内冊子

を検討したい 

・地区補助金事業～あっ！危ない！…地域の学生に対する

リアル交通安全教室… 申請中 

・姉妹クラブ委員会 

～佐沼 RC 創立 50 周年 H26.10.19 

       漢城 RC 創立 40 周年 H27.05.14？        

・フォローアップ委員会～移動例会のない月に元気会、二

水会の復活を検討したい 

・毎月第一例会を６大委員会ごとにテーブル分けし、食事

を 10～15 分間意見交換やまじめな雑談をし、その後、

ベテラン会員の方に職業卓話をして頂く。 

などを予定しております。 

次年度会費について 

諸般の事情を考慮し、通常会費 30万円、特定会費 18万円

としたい 

 

 最後になりましたが、来期は第１グループガバナー補佐

に当クラブから、中村眞治ＰＰに出て頂いております。ご

指導を仰ぎながら、グループ内はもとより地区においても

胸を張って頂ける様な運営をして行きたいと考えており

ますので、会員皆様全員のご協力を宜しくお願い申し上げ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 ６月 ４日（水） 

卓話 「薬との上手なつきあい方」  

公益社団法人 神奈川県薬剤師会  

会長 加藤 昇一 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 


