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第 2007 回（本年度 第 1 回） 例会 平成 26 年 7 月 2 日  晴れ 

 

●司会             飯塚 元明 ＳＡＡ 

●槌の引渡し       鈴木 昇二 直前会長より 

竹中 裕彦 会長へ 

●点鐘               竹中 裕彦 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

●斉唱  国家「君が代」 奉仕の理想 

       ♪ソングリーダー  石渡 利治 会員 

近隣ＲＣのご紹介         竹中 裕彦 会長 

第 2590 地区第 1 グループ 

ガバナー補佐            中村 眞治 様 

当年度第 1 グループガバナー補佐を担当します中村です。 

今日ガバナー月信が配られましたが、大野ガバナーは８項 

目にわたって皆様にお願いをしております。 

私もそれらを達成できるように当クラブにおきましては、 

地区では財団のプログラム遂行、そしてクラブにおきまし 

ては会員増強であります。ぜひ会員の皆様にはご協力頂い 

ただいて目標達成したいとおもいます。 

 

 

 

川崎幸ＲＣ         会長  佐藤 隆  様 

  〃          前幹事  守屋 正秀 様 

川崎中央ＲＣ        会長  伊藤 康人 様 

  〃           幹事  清水 満  様 

本日のゲストの紹介        竹中 裕彦 会長 

川崎大師ＲＡＣ       会長  山口 健人 様 

来訪ロータリアンの紹介   矢野 清久 親睦委員長 

横浜南ＲＣ             川崎 智晴 様 

感謝状贈呈 

竹中 裕彦会長より    鈴木 昇二  前年度会長 

             牛山 裕子 前年度副会長 

             清水 宏明  前年度幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

乾杯の挨拶～乾杯       鈴木 昇二 直前会長 

会長報告             竹中 裕彦 会長  

・前市川ガバナーより前年度年度に対してお礼状が参っ

ております。 

・川崎マリーンロータリークラブ直前会長の名古治様が

ご逝去されました。謹んでご冥福をお祈り致します 

幹事報告             岩井 茂次 幹事 

第 42期 

会 長 竹中裕彦 

副会長 坂東保則 

幹 事 岩井茂次 

ＳＡＡ 飯塚元明 

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://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Daishi_bashi_night.jpg
http://kawasakidaishi-rc.com/
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・ガバナー月信、会員証を配布させていただきましたの

で、ご確認ください。 

・７月のロータリーレートは、１ドル１０２円となって

おります。 

・他クラブの例会変更のお知らせを回覧いたしますので 

・本日、第１回定例理事会を１３時４５分より信徒会館

地下会議室にて行いますので、出席義務者の方はご出席

をお願いいたします。 

出席報告          前田 良賢  出席委員長 

会員数 対象者 出席 欠席 出席率

2007 回 55 47 32 15 68.09 ％

2005 回 54 44 32 12 72.73 ％

3 修正出席率 79.55 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　
 

メークアップ          

増田 昌美・竹田 正和・沼田直輝   各会員 

今週の花言葉           横山 俊夫 会員 

姫百合（ひめゆり）  

花言葉  誇り 

ユリの仲間は色々

ありますが、可憐

で愛らしいのがこのユリです。澄んだ綺麗な色合いと、パ

ッと花びらを広げた花姿は、あどけない女の子を思わせま

す。漢字で「姫百合」と書くのもそのせいでしょう。 

スマイルレポート(ニコニコボックス)   坂東 保則 副会長 

第１グループガバナー補佐       中村 眞治 様 

鈴木丸の無事帰港を、竹中丸の出帆を祝して。 

今年度はお世話になります。 

川崎幸ＲＣ 

佐藤 隆 会長   守屋 正秀 幹事 

本日は表敬訪問にまいりました。新年度スタートに向けて

竹中会長を始め貴クラブ会員皆様にとって良い一年にな

りますよう、ご祈念申し上げます。 

川崎南ＲＣ 

伊藤 康人 会長   清水 満 幹事 

本日は、表敬訪問に伺いました。中村ガバナー補佐、竹中

会長、岩井幹事はじめ、川崎大師ＲＣの皆様の新しい船出

を心よりお祝い申し上げます。本年度もどうぞ宜しくお願

い申し上げます。 

横浜南ＲＣ 

川崎 智晴 様 

竹中会長一年間頑張って下さい。 

野沢 隆幸 会員 

竹中会長はじめ諸役の皆様、この年度宜しくお願いします。 

牛山 裕子 会員 

竹中会長他今年度理事役員の皆様、２０１５年６月には

「良い年度だった」と言えるよう 

健康に留意されて、クラブを運営して下さいますようお願

い申し上げます。 

宮山 光男 会員 

竹中年度のスタートを祈念して。 

布川 二三夫 会員 

佐沼ロータリークラブへの表敬訪問では同行の皆様に大

変お世話になりました。 

小林 勇次 会員 

竹中会長、岩井幹事、理事役員の皆様一年間宜しくお願い

します。 

一年間、会員卓話宜しくお願いします。 

竹中 裕彦 会長 

ＲＩ２５９０地区第一グループガバナー補佐、中村眞治様

はじめ川崎幸ＲＣ佐藤会長・清水幹事様表敬訪問ありがと

うございます。会員一同になりかわり御礼申し上げます。 

今年度も執行部・理事・役員が一丸となりクラブ運営に邁

進する所存でございますので皆様のご指導・ご鞭撻を宜し

くお願い申し上げます。 

岩井 茂次 幹事 

昨日、川崎南ＲＣへ竹中会長と共に表敬訪問させて戴きま

した。その際に「７月のラッキーな人」に当選して「東北

被災地 復興支援 名産品セット」を戴きました。元気に

頑張れそうな気がします。 

６月２９日、富士見ＢＵＬＬＳが優勝して、５年連続で全

国大会出場が決まりました。 

本日は近隣クラブの会長・幹事の皆様、表敬訪問にお越し

いただきありがとう御座いました。今後とも宜しくお願い
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申し上げます。 

本日のニコニコのテーマ 

「竹中丸の船出を祝して！！ロータリーに輝きを！！」 

増田 昌美、水口 衛、坂東 保則、鈴木 昇二 

澤口 みよ子、矢野 清久、永松 慎太郎、鈴木 幹久 

竹田 正和、出井 宏樹、嶋崎 嘉夫、前田 良賢 

大藪 善一、須山 文夫、島岡 榮基、船山 昭三 

石渡 勝朗、横山 俊夫 

各会員 

委員会報告 

ローターアクト委員会       横山 俊夫  委員長  

ローターアクトクラブ例会、本年度から毎月第 2 第 4 日

曜日、事務局で開催します。ご案内は必ずしますので皆様

出席しましょう。 

親睦活動委員会          矢野 清久 委員長 

親睦委員会を来週 7月 9日例会終了後にここで開催しま

す。 

青少年交換学生カウンセラー    増田 昌美 委員長 

昨年度、お預かりしていたアメリカのメアリー・アン・

アワードさんが昨日 7 月 1 日成田から帰国しました。また

当クラブより台湾に留学していた嶋崎会員のご子息、健一

郎さんが 7 月 12 日に帰国する予定です。 

 

幹事就任挨拶            岩井 茂次 幹事 

今年度、幹事を仰せつかりました岩井です。宜しくお願

いいたします。今年度の船出を迎えまして、竹中会長の補

佐を精一杯務めさせていただくと共に、クラブ運営の全体

に目を配り、「縁の下の力持ち」となる所存です。 

私が入会して 10年が過ぎました。入会して間もなく会

員数は

100人

を超え、

多くの

会員の

皆様と

の交流

から学

ばせていただく事が出来ました。竹中会長の会長指針から

も、クラブの活性化の観点からも、親睦活動および増強活

動からも活発に行われる事と思います。これにより奉仕活

動もより充実した 1年を目指して行く事になろうと思いま

す。これからの 1年間長いものになるのか、あっという間

の充実した 1年間になるのか今から楽しみです。そしてク

ラブの会員全員が健康で笑顔で 1年間過ごせたら何よりで

あると思います。精一杯、元気に笑顔で幹事の役職を務め

させていただく事をお約束いたしまして幹事就任挨拶と

させていただきます。皆様、1年間どうぞよろしくお願い

申し上げます。         

 

会長就任挨拶            竹中 裕彦 会長 

 改めまして、川崎大師ロータリークラブの第 42 代会長

を務めさせて頂きます。今、この 42 という数字を非常に

重く感じております。宜しくお願い致します。 

 今をさる 1 年と 10 カ月前に、草野球同好会の全国大会

で米子へ行き、みんなで「おいしい鰻を食べに行こう！」

と車に乗っている時、中村監督から「竹中さん、お願いし

ますね」と言われ何のことか確認せずに曖昧な返事をした

のが運のツキとなりました。ロータリーには、「はい」か

「ＹＥＳ」しかないと言われますが、みなさんお気を付け

下さい。 

 大阪弁でも京都弁でもない播州弁という、今、黒田勘兵

衛で話題になっておりますが、変な関西弁を操る会長が誕

生してしまいましたので１年間ご辛抱下さい。わからない

時は、岩井幹事が通訳してくれると信じております。 

 生い立ちにつきましては、以前クラブ協議会にてカミン

グアウトしましたので、今日は真面目にロータリー歴を自



川崎大師ロータリークラブ 週報 第 1 号          ２０１４年 ７月９日 発行   4 頁 

 

 

Light Up Rotary ロータリーに輝きを                2014-15年度 第 2590 地区 

己紹介させて頂きます。98年 3月に入会しました。長男が

大師幼稚園に通っておりまして、年に１回生活発表会とい

うイベントがこの地下講堂であります。園児が合奏や歌、

劇を披露するのですが、ビデオを持ってウロウロしている

時にロータリーの出席表を目にしました。当時住んでおり

ましたマンションのオーナーである長島さんのお名前が

ありました。何だろうと思い、庭を箒で掃いておられた長

島さんをお見かけしお尋ねしましたら、「話しても難しい

から水曜日に一度遊びにおいでよ」と言われ、歌で始まる

怪しい会に出席し、終わった後に横のソファーで「じゃ、

いいよね？」で入会が決まりました。05-06 の安藤年度に

幹事をやらせて頂き？その後地区でＩＡ・ＲＹＬＡ・ＹＥ

などで楽しませて頂いて今日に至っております。 

 さて、ゲイリーＣ.Ｋ.ホァンＲＩ会長と大野清一ガバナ

ーの指針を尊重しながら、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

て今期ならではの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。 

具体的な活動につきましては、それぞれ役員・理事の皆

様に計画して頂いておりますが、特に注力したい項目とし

て６つ考えております。 

① 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。 

② 職業業奉仕委員会～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作成する。 

③ 社会奉仕委員会～地区補助金事業の実施 

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 

④ 姉妹クラブ委員会～姉妹クラブ周年事業への積極的

な協力をする。 

佐沼 RC 創立 50 周年       H26.10.19 

漢城 RC 創立 40 周年      H27.05.14？        

⑤ フォローアップ委員会～移動例会のない月にサロン

的に集まる場所を作りたい。 

⑥ 会場監督委員会～毎月第一例会を６大委員会ごとに

テーブル分けし、食事をしながら 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。 

 最後になりましたが、今期は第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。さあ、皆さんこの１年もワクワクしましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 7 月 16 日（水） 

卓  話：会員卓話 

卓話者： 

寺尾 巌 会員・布川 二三夫 会員 

 

クラブ会報委員会 

中村 孝／増田 昌美／牛山 裕子

／内田 省治 

永松 慎太郎／竹中 裕彦／水口 

衛／須山 文夫 

7 月 13 日（日）ＲＡＣ例会 

 １１：００～ 事務局 

7 月 16 日（水）通常例会 

 会員卓話 

7 月 23 日（水）通常例会 

 卓話 川崎大師平間寺 執事 出井 宏樹 様 

    「お大師様の一日」 

7 月 30 日（水）暑気払い移動例会 

 場所：横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 5Ｆ 

 


