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第 2008 回（本年度 第 2 回） 例会 平成 26 年 7 月 9 日  雨 

  

●司会             飯塚 元明 ＳＡＡ 

●点鐘               竹中 裕彦 会長 

 

●斉唱    ♪ソングリーダー  石渡 利治 会員 

「奉仕の理想」 

近隣ＲＣのご紹介        竹中 裕彦 会長 

川崎ＲＣ         会長  戸村 正房 様 

             幹事  安藤 肇  様 

川崎南ＲＣ        会長  花田 徹野 様 

             幹事  山内 耕三 様 

川崎マリーンＲＣ     会長  増田 敏雄 様 

             幹事  伊藤 秀司 様 

新川崎ＲＣ        会長  比嘉 孝  様 

             幹事  薮田 和利 様 

本日のゲストの紹介       竹中 裕彦 会長 

殿町２・３丁目町内会   会長   相澤 弘保 様 

  〃          会計   高橋 敏雄 様 

 

来訪ロータリアンの紹介    矢野 清久親睦委員長 

「本日の来訪ロータリアンの方はございません。」 

入会祝・奥様誕生祝・会員誕生祝矢野 清久親睦委員長 

入会祝 

横山 俊夫 会員         2000年 7月 5日 

白石 浩司 会員         2002年 7月 17日 

岡 真治  会員         2003年 7月 2日 

須山 文夫 会員         2005年 7月 13日 

小林 勇次 会員         2006年 7月  5日 

牛山 裕子 会員         2006年 7月 12日 

坂東 保則 会員         2008年 7月 30日 

宮沢 和徳 会員         2013年 7月 17日 

内田 省治 会員         2013年 7月 17日 

奥様誕生祝 

遠藤 悦弘 会員   奥様 セツ子 様 

小泉 敏和 会員   奥様 響子  様 

嶋崎 嘉夫 会員   奥様 篤子  様 

須釜 賢治 会員   奥様 富子  様 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０

 
 

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/


川崎大師ロータリークラブ 週報 第 1 号          ２０１４年 ７月１６日 発行   2 頁 

 

 

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

会員誕生祝 

渡辺 冨士夫・矢野 清久・水口 衛・渡部 潤 各会員 

会長報告             竹中 裕彦 会長  

①川崎マリーンロータリークラブさんより、7月 31日（木）

の例会にて在横浜大韓民国総領事 イ・スジョン氏による

「韓国の文化と日韓交流について」と題した卓話案内を頂

いております。ご興味のある方はご出席下さい。 

②「第 38 回塩原温泉川崎大師厄除不動尊年祭法要参加の

ご案内」が届いております。奮ってご参加下さい。 

③第一回定例理事会報告 

昨日の地区拡大増強委員会報告は次週致します。 

幹事報告             岩井 茂次 幹事 

① 次週 7月 16日の例会は、信徒会館２Ｆ大広間にて行

いますのでよろしくお願い致します。 

② 7 月 30 日は例会変更となり、「暑気払い移動例会」

となりますので、ご案内文書をご確認ください。 

出席報告           出井 宏樹  出席委員 

会員数 対象者 出席 欠席 出席率

2008 回 55 47 32 15 68.09 ％

2006 回 55 43 29 14 67.44 ％

5 修正出席率 79.07 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　  

 

メークアップ          

林  鶴・嶋崎 嘉夫・竹田 正和・横山 俊夫 

竹内 祥晴                 各会員 

今週の花言葉           横山 俊夫 会員 

 

キキョウ  花言葉（誠実） 

つぼみがふくらんだ風船のようで、英語ではバルーン・フ

ラワーと呼ばれている。和の気品を感じさせる花色や端正

な花姿をもつキキョウは、古くから秋を代表する花とされ

ています。 

スマイルレポート(ニコニコボックス)    

坂東 保則 副会長 

川崎ＲＣ         会長  戸村 正房 様 

             幹事  安藤 肇  様 

本日は表敬訪問させて頂きます。貴クラブの船出を祝う

とともに、一年間平穏無事であること祈念申し上げます。

一年間よろしくお願い申し上げます。 

川崎南ＲＣ        会長  花田 徹野 様 

             幹事  山内 耕三 様 

本日は、表敬訪問に伺いました。第一例会に参加できずに 

申し訳ありませんでした。 

竹中会長様、岩井幹事様をはじめ、会員の皆様新年度の

スタート誠におめでとうございます。皆様方のご指導・

御協力の程、宜しくお願い申し上げます。皆様にとりま

して楽しいロータリーライフの一年となります様にお

祈り致します。中村ガバナー補佐様一年間ご指導よろし

くお願い申し上げます。 

川崎マリーンＲＣ     会長  増田 敏雄 様 

             幹事  伊藤 秀司 様 

本日は表敬訪問にうかがわせていただきました。一年間、

川崎大師ロータリークラブが未来に向かって大きく羽

ばたきますよう、また竹中丸の航海が順風満帆になりま

すように祈念いたします。 

新川崎ＲＣ        会長  比嘉 孝  様 

             幹事  薮田 和利 様 

本日は表敬訪問に伺いました。竹中会長、岩井幹事をは

じめ、川崎大師ＲＣの皆様のご発展を御祈念申し上げま

す。これから一年間お世話になります。宜しくお願い申

し上げます。 

横浜南ＲＣ            川崎 智晴 様 

注がれるままにビールをたくさんいただきました。 

牛山さん世界大会のバッチいただきました、ありがとうご

ざいます。 

岩井 茂次幹事 

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ございました。今後ともよろしくお願
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い申し上げます。 

台風にはくれぐれも気を付けてください。 

竹中 裕彦会長 

川崎ＲＣ戸村会長、安藤幹事様 川崎南ＲＣ花田会長、 

山内幹事様 川崎マリーンＲＣ増田会長、伊藤幹事様 

新川崎ＲＣ比嘉会長、薮田幹事様 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。 

牛山 裕子会員 

新年度早々例会欠席申し訳ありません。来年５月まで伊

勢佐木町商店街事業を優先させて頂きます。 

沼田 直輝会員 

竹中会長大事な船出の第一例会を欠席してすみません。 

渡辺さんお誕生日おめでとう御座います。 

渡辺 冨士夫会員 

竹中丸の出船を祝って１年間宜しくね。 

私も今日７７才になりました。ロータリーを楽しみます。 

大藪 善一会員 

今年度は気持ちを入れ替えて努力します。  

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！！」 

横山 俊夫・矢野 清久・澤口 みよ子・竹田 正和 

坂東 保則・石渡 勝朗・鈴木 昇二 ・永松 慎太郎 

増田 昌美・出井 宏樹・長島 亨・秦 琢二  

布川 二三夫・船山 昭三・嶋崎 嘉夫・石渡 利治 

鈴木 幹久・前田 良賢・遠藤 悦弘     各会員 

委員会報告 

ＲＡＣ委員会           秦 琢二 委員長 

本日ローターアクトの相澤会長の就職が決まり例会に出

席出来ないと言う事で皆様にお伝えする事をメールで頂

きましたので抜粋して発表いたします。 

大師ローターアクトの今年度の目標は安定してクラブ活

動が出来る事です。 その為には大師周辺の方々に認知さ

れること、会員の数を継続して、出来る事業の開拓が必要

だと考えています。 それを会員一同、力を合わせ取り組 

んでいきます。 そのうえで提唱クラブの皆様の力添えが 

ありますから力強い事この上ありません。 

皆様のご協力をお願い致します。 

今週１３日（日）事務局でＡＭ１１：００からＲＡＣの例

会があります。ご参加下さい。 

親睦委員会           矢野 清久 委員長 

本日、親睦委員会より暑気払い移動例会のお知らせをさせ

て頂きました。日時は７月３０日です、場所は横浜ベイシ

ェラトンホテルでございます。 

本日、例会終了後に親睦活動委員会を開催致します。 

出席義務者の方は残って下さい。 

クラブ会報委員会         中村 孝 委員長 

今月の週報の作成は委員全員で行いたいと思います。 

委員の方は例会終了後、事務局にお集まりください。 

前年度会長           鈴木 昇二 前会長 

６月３０日付けで市川ガバナーより各ＲＣの会長、幹事 

殿、一年間ご協力ありがとう御座いましたと、書面が届い

ています。 

前年度、最後の週報が届いております。増田委員長はじめ 

全委員に感謝致します。 

例会終了後第一回クラブ協議会を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

次回例会 7 月 23 日（水） 

卓話：「お大師様の一日」 

卓話者： 

川崎大師平間寺 執事 出井 宏樹 様 

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 

 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 
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