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長

照人様（横浜港南 RC）

皆さんこんにちは、本年度の RYLA 研修プログラムにご協力あり
がとうございました。無事に事故もなく、あの悪天候の中終える
ことができました。これも厭えに川崎大師 RC の皆様のおかげで
す。委員会より鈴木会長へ御礼の花束をお持ちいたしました。

●来訪ロータリアンの紹介

水口

衛

親睦委員長

本日の来訪ロータリアンの方はいらっしゃいません。
入会式
渡部

川崎大師ＲＡＣ

次年度会長

潤

さん

相澤祐輔

お久しぶりの方もはじめましての方もいらっしゃると思います
が、次年度川崎大師 RAC の会長を務めさせていただきます相澤祐
輔です。会長になるのは 2 回目ですが、次年度は会員数が少ない

会長報告

ので、次年度こそ安定できる RAC にしたいと思っていますので、

①

ご協力のほどよろしくお願い致します。

鈴木

昇二

会長

野沢会員が福岡西 RC にメークに行きまして、バナー交換を
しましたので、回覧致します。

②

理事会報告
メアリーの送別会について
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渡辺

明日より、南三陸応援ツアーに行ってまいります。

鈴木幹久さん先日はありがとうございました。役員の皆様一年間

寄付金を、南三陸町長にお渡しいたします。

お疲れ様でした。

③

川崎大師ＲＡＣについてご協力要請

冨士夫会員

事務局
幹事報告

清水

宏明 幹事

竹下美代子様

先日の一泊移動例会に参加させていただき、ありがとうございま

① 薬物乱用防止キャンペーンのポスターを掲示しました。

した。皆様によくしていただき私は本当に本当に幸せな事務局だ

② 理事・役員・各委員長には活動報告書に記載する報告原稿の

と思います。

提出をお願いします。

牛山

裕子副会長

③ 他クラブの例会変更のお知らせを回覧します。

横浜東 RAC1000 回記念例会では、横山直前会長が送られた花束が

出席報告

置かれたスピーチデスクで、提唱クラブのロータリアンが、淡々

須山

会員数 対象者
2005 回

54

文夫

出席

44

出席委員長

32

2003 回
55
44
前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

出席率

欠席

Ｇの挨拶、卒業するＲＡの力のあるスピーチ、現会長・幹事の退

12 72.73 ％

28
16 63.64 ％
5 修正出席率 75.00 ％

メークアップ
嶋崎

嘉夫・矢野

沼田

直輝

と 40 余年にわたる同クラブの歴史を講話されました。ＯＢ・Ｏ

任挨拶等を聴きながら、改めて、ロータリーには、「人を育てる
プログラム」があり素晴らしく機能していることに感銘を受けま
した。
鈴木

清久・石渡

勝朗・小林

勇次・

①

昇二会長

各会員

理事・役員の皆さま一年お疲れ様でした。退任挨拶宜しくお
願い致します。

②
スマイルレポート
地区 RYLA 委員会 嘉山

小林

勇次 会員

一泊移動例会ご参加の皆さまお疲れ様でした。楽しい例会を

照人委員長

過ごさせて頂きありがとうございました。
本日のニコニコのテーマ

RYLA 研修プログラムでは大変お世話になりました。感謝

「副会長・理事退任挨拶

小林

出井

宏樹・遠藤 悦弘・宮沢 和徳・竹中
嘉夫・伊藤

勇次会員

①

移動例会・ゴルコンペ参加の皆様お疲れ様でした。

嶋崎

②

副会長・理事の皆様 1 年間有難うございました。

郎・石渡

鈴木

幹久会員

佳子・飯塚

勝朗・野沢

良賢・中村
委員会報告

野沢

次）プログラム委員会

元明・秦

隆幸・船山

眞治・中村

渡辺さんこのたびは工場移転に際し、大変お世話になりました。
隆幸会員

1 年間お世話になりました。
」

孝・坂東

裕彦・岩井

茂次・

琢二・・永松

慎太

昭三・布川
保則

二三夫・前田

各会員

小林

勇次会員

寺尾会員。先日は柏葉会会員名簿有難うございます。なつかしく

次年度のプログラムとして基本的には第一例会に会員卓話を予

拝見しました。

定しております。これは次年度会長の指針ですが、会員名簿の上

竹内

から順に、会員卓話をして頂く事になりました。基本的には職業

祥晴会員

先日は妻の誕生日にお花をありがとうございました。

について話していただきたいのですが、

横山

趣味の話を入れてくださっても結構です。会員名簿の下の方の方

俊夫会員

嘉山委員長ようこそおいで下さいました。

は「俺たちには回ってこない。」と、安心している方もいらっし

水口

ゃると思いますが、安心しない方がいいと思います。

衛会員

・一泊移動例会参加の皆様お疲れ様でした。

次）ＩＴ・週報委員会

・親睦活動委員会の皆様一年間有難うございました。

次年度広報委員会の皆様は、お手数ですが例会終了後事務局にお
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の文化が根づいているということ、触れ合っているときの笑顔が

国際大会バナー交換報告

牛山

裕子会員

見れたということ。特に学校の事業に関しては石渡

勝朗さんと、

国際大会で交換してきたバナーを回覧させていただきます。後日

竹中エレクトにはすべての回に参加頂きました

国際大会会場でのバナー交換の様子を写真にまとめさせて頂き

1 月 4 日の献血事業には朝一番の設営より出井さんにお手伝いい

ます。

ただいたこと、好天にも恵まれ 50 人のみなさまにご協力いただ

退任あいさつ

いたこと、多摩川土手清掃では船山さんが「俺は土手で待ってる

会場監督

秦

琢二会場監督

から」と、私たちを見つけて土手から手を振っていただいたりと、

まず初めにお詫び申し上げます。本年度不安定な例会運営をしま

古くからの事業が継続して行われてきているが、継続事業とは言

して申し訳ありませんでした。時間が足りなかったり、大幅に伸

いつつもその時代や地域に合わせて有益な、効果のある事業を行

びてしまったりと、再び申し訳ありませんでした。また、本年度

っていこうという取り組みで、地区補助金の心配蘇生法 AED 講習

水曜日に出られないことがままあり、会長・幹事に相談したとこ

につながったのだと思います。そういった点では数々の継続事業

ろ、ＳＡＡ委員会という委員会を立ち上げて頂き、ＳＡＡ経験者

が先週まで続いておりましたが、多くの皆様にご参加頂きました

の諸先輩方には、喜んでとは言いませんけど、引き受けて下さり

事に感謝いたします。又合わせて先週の事業を持ちまして一年間

本当に感謝申し上げます。特に次年度幹事、小林先輩、須山さん

すべての予定していた事業を終えたことをご報告いたしまして、

すべてに関して、喜んでやっていただいたと私は自負しておりま

退任のご挨拶とさせて頂きます。一年間どうもありがとうござい

すので、次年度以降もほかな方のご協力がございましたら、引き

ました。

続き宜しくお願い申し上げます。本年度一年間大変お世話になり

国際奉仕委員会

ました。有難うございました。

国際奉仕は、ロータリー財団・米山奨学金事業・姉妹クラブ委員

社会奉仕委員会

岩井

茂次委員長

坂東

保則委員長

会の 3 つの委員会で構成されている委員会です。国際奉仕は他国

社会方法委員長を務めさせていただきました岩井でございます。

の人々を助ける事を目的とした奉仕活動であり、ロータリアンの

今年度は社会奉仕というテーマで一年間活動させていただきま

世界的進行によって国際理解と親善を図りロータリーの究極の

したが、当クラブに於いての社会奉仕委員会は継続事業が季節ご

目的である世界平和を推進しています。国際奉仕は経済支援もさ

とに決まったことが多い中で、新しいものを見出していくという

ることながら、基本的な相互理解が不可欠です。

ことを考えたのですが、実際に継続事業を行ってきて、さらに地

ロータリー財団委員会（担当

区の補助金事業を本年度は、大師中学校に於いて、中学３年生を

今年度は、ロータリー財団は全ロータリー地区に制度「未来の夢

対象に心肺蘇生法 AED の講習会ということで、日本赤十字にご協

計画」グローバル補助金等については、次年度以降導入を目指し、

力頂きながら開催させていただきました。また、継続事業におき

今年度研修、新モデルを学びそしてクラブがより持続可能性の高

ましては 1 月 4 日恒例の大師駅前での献血活動と、2 月の多摩川

いプロジェクトを実施できるよう活動を推進いたしました。

土手清掃の芋煮会であったのですが、今年は大雪の為

米山奨学事業委員会（担当

土手清掃はできず芋煮会だけの参加となりました。それと環境美

今年は中国からの米山奨学生、白玉香さんをお預かりし、

化ポスターにおきましては例年殿町小学校と行っているのです

石川委員長がカウンセラーとなる予定でしたが、８月の退会に伴

が、アメリカ大統領の来日と多摩川土手の警備が厳重な中行わせ

い急きょ、牛山副会長のご協力により「カウンセラー」を引き受

ていただきました。それと 6 月 12 日、聖クララ幼稚園に於いて

け頂き、９月の各リクリエーション、米山カウンセラー研修等、

の移動動物園と、春日山部屋力士と触れ合うという事業でしたが、

大変なお骨折りを頂きました事、改めて深く感謝・御礼申し上げ

これも生憎の悪天候のため、移動動物園は中止になり、春日山部

ます。

屋力士とのふれあいとなりましたが、力士と触れ合う子どもたち

姉妹クラブ委員会（担当

が大変うれしそうで、地域にこういった「相撲」という日本古来

台北西門 RC が 3 月 11 日に 37 周年（3 名）姉妹クラブ締結継続
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調印、漢城 RC が 5 月 15 日に 39 周年（5 名）友好クラブから姉

しました。一年を振り返り、クラブ会員の皆様のご協力、特に、

妹クラブになった佐沼 RC を通じて南三陸町の支援として、鈴木

パスト会長様方の御指導により、ほぼ、達成の域に至ったものと

会長のお取り計らいにて 6 月 19・20 日で南三陸応援ツアーを行

総括します。以下の各委員会委員長には、ひたすらに活動計画を

ってまいりましたので。

実施し遂行されましたことに対し厚く御礼申し上げます。

青少年奉仕委員会

伊藤

佳子委員長

出席委員会・月信によれば、当クラブの出席率は、コンスタント

青少年奉仕委員長となってあれよ、あれよ、のうちに一年間が過

に 80％を超えております。多くの会員が、メイクアップをし、

ぎていきました。本年は青少年交換留学生として嶋崎健一郎君を

出席率向上にご協力下さった結果の数字です。

台湾に送り出しております。月次のレポートを見ると、台湾のロ

会員増強委員会・2013 年 7 月 1 日現在の会員数は 53 名でした。

ータリーの皆様に大変大事にされていたようです。7 月 12 日に

退会者 3 名、入会者 5 名、純増 2 名で今期末を迎えます。

帰国だそうです。また、受け入れていたメアリーも 7 月 1 日に帰

会員選考委員会・定款・細則に則り新会員を選考しました。

国されるそうです。当初は彼女から笑顔が少なかったのですが、

職業分類委員会・2012-2013 年度委員会が作成された職業分類を

日増しに明るい笑顔が増えて、素敵な彼女になって送り出せたこ

踏襲し、未充填職業分類の新会員を発掘すべく努力しました。し

とが出来たので、皆さんがかわいがってくれたおかげと自負して

かし、川崎大師という地域密着のクラブでもあるため、容易では

おります。インターアクトですが、3 月に捜真女学校に於いて年

ありませんでした。今後、会員各位の人脈を活用されて、未充填

次大会があり参加してまいりましたが、提唱校がないために大変

職業分類を補える専門職等の方方を推薦頂く、もしくは、卓話を

淋しい思いをしてきました。私立の高校でないとだめなのかなと、

して頂くこにより、「川崎大師ＲＣ入会」へ繋がる方途でもあり

実感してまいりました。次にローターアクトですが、本年度会長

そうです。

の山口君から相澤君へバトンタッチしますが、3 人では何もでき

ロータリー情報委員会・ファイヤーサイドミーティングを３回開

ないので、皆様ご協力のほどお願い致します。6 月が来てやれや

催し、其々のグループで、活発な意見交換、情報交換を致しまし

れとしています。今後とも皆様のご協力よろしくお願い申し上げ

た。貴重な意見、情報を、その都度、例会で報告すべきと言う要

ます。ありがとうございました。

望を複数の会員から頂きました。「ロータリー入門書―川崎大師

親睦活動委員会

水口

衛委員長

ロータリークラブ編」を作成し、会員全員は配布しました。

今年度は通常の親睦活動として、移動例会なども行いましたが、

規定委員会・今後のクラブの、特に財政面での在り方を考慮し、

今年は当たり年で、3 クラブ合同例会・4 クラブ合同例会・7 ク

一部細則の変更を致しました。プログラム委員会・委員長がご自

ラブ合同ゴルフ大会の幹事クラブに当たりました。また 2000 回

身の人脈を活用され、また、会員各位からの御紹介もあった結果、

記念例会というのもあり、通常の活動よりも数が多い年になりま

多分野の専門職の方方から卓話を頂きました。非常にユニークな

した。今年は会長にお願い致しました合同例会委員会というもの

卓話者が多く、示唆に富んだ余韻を残し、記憶される卓話が沢山

を設けさせていただき、

ありました。

中村委員長・横山副委員長にお手伝いいただきありがとうござい

雑誌・広報委員会・会員が「ロータリーの友」を愛読し、ロータ

ました。親睦活動は委員会だけでは活動できませんので、次年度、

リーの新たな発見、喜びに繋がるよう、ご指導頂きました。

またその先も、会員皆様のご協力があって初めて活動が出来ると

クラブ会報・ＩＴ委員会・クラブの中で、最もハードで高度なテ

思いますので、今年度同様次年度以降もご協力の程よろしくお願

クニックを要する委員会です。毎例会の情報を適正的確さらに迅

い致します。本年度は皆さんご協力ありがとうございました。

速に発信して下さいました。毎回の週報は、例会に欠席した会員

クラブ運営管理委員会

が「来週は出席したい！」と思わせる内容でした。

牛山

裕子副会長

当年度事業計画で、
「会員同士の理解を深める」
「他クラブを知り
学ぶ」「ロータリーを学び、ロータリーを広める」結果として、
会員同士が友情を深め、会員増強に繋がるよう努める、とお約束

：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
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