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第 2016 回（本年度 第 10 回） 例会 平成 26 年 9 月 10 日  曇り 

  

●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」 

 

本日のゲストの紹介        竹中 裕彦 会長 

川崎大師ＲＣ      中村 眞治ガバナー補佐 様 

 

来訪ロータリアンの紹介   矢野 清久 親睦委員長 

本日来訪ロータリアンの方はございません 

 

今週の花言葉         横山 俊夫 花委員長 

９ 月 １ ０ 日

(水)のお花 

浜 な で し こ

（ラベンダー）   

花言葉・・・[無

邪気] 

「撫でたくな

るほどかわい

らしい」から

名づけられた

といわれてい

る。とがった

神経をほっと

させる。 

 

次々年度会長（2016～17 年度）、次年度理事・役員の選出

方法について          竹中  裕彦 会長 

「指名委員会による選出」全会一致で決定。 

細則 第１条第１節 (a)と(b)第５節に従い、指名委員は 

大藪、細谷、渡辺、増田、横山、鈴木昇二、竹中、岩井、

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/
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竹田 各会員。 

指名委員長 大藪 PP 

 

会長幹事報告            竹中  裕彦 

会長 

１．地区より「ポールハリス・ソサエティへの入会のお願

い」が来ております。 

  毎年年間 1000 ドル以上の寄付が対象となります。前

年度より公式認証となったらしく、先般会員バッジを

お渡しした牛山さんは、地区 29 名のチャーターメン

バーのお一人となります。 

２．会長・幹事会報告 

①ＹＥ支援金 新川崎ＲＣでエクアドルから来日のジ

ャイール君    グループでの支援が 3000 円/人 

②川崎南 RC 社会奉仕事業「自殺防止セミナー」の案内 

  10/2 16～18 時 商工会議所 2Ｆ 帝京大学精神神

経科 張 教授。労基署と行政の情報もあります。特

に民間企業向けです。 

③川崎マリーンＲＣより卓話案内 9/25(木) ＩＣＵ日

比谷学長  「ＩＣＵロータリー平和センターの活動」 

３．第 3 回定例理事会報告 

４．鈴木幹久ＰＰより 9 月 16 日(火)より本社移転のご案内

を頂いております。 

  八丁畷から浜町へのご移転です。 

５．クラブの例会変更のお知らせを回覧しておりますので、

是非メークアップにお役立て下さい。 

６．広島義援金のご協力お願いします。 

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

2016 回 57 47 32 15 68.09 ％

2014 回 56 46 29 17 63.04 ％

6 修正出席率 76.09 ％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・増田 昌美・矢野 清久 

沼田 直輝・竹内 祥晴   各会員  

 

 

スマイルレポート(ニコニコボックス)    

坂東 保則 副会長 

RI2590 地区ガバナー補佐 中村 眞治 様 

本日は第１グループガバナー補佐として参りました。お手

柔らかにお願いします。 

野沢 隆幸 会員 

十五夜の晩、家族でお茶会を開きました。お月さんは隠れ

ていました。 

渡辺 冨士夫 会員 

中村ガバナー補佐クラブのご指導を宜しくお願いします。 

牛山 裕子 会員 

横浜 DeNA ベイスターズの A クラス昇格を期待して、横

浜での残り 6 試合、中日戦・阪神戦での全勝を願って、伊

勢佐木町の女将さんたちと球場へ通います。来年に繋ぐ夢

になりそうですが・・・ 

竹中 裕彦 会員 

1. 中村眞治ガバナー補佐、本日はご指導宜しくお願いし

ます。 

2. 草野球同好会の皆様、いよいよシーズン到来ですね。

16 日千葉マリーンスタジアムご健闘をお祈りします。 

本日のニコニコのテーマ 

「中村眞治ガバナー補佐、本日はご指導宜しくお願いしま

す」 

水口 衛・横山 俊夫・坂東 保則・矢野 清久・鈴木 昇

二・竹田 正和・船山 昭三・野沢 隆幸・大藪 善一・

沼田 直輝・秦 琢二・遠藤 悦弘・宮沢 和德・石渡 勝

朗・前田 良賢・内田 省治・鈴木 幹久   各会員 
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委員会報告    横山 俊夫 ロータリー情報委員長 

 

ファイヤーサイドミーティングを 10月に開催をします。 

        渡辺 冨士夫 ロータリー財団委員長 

 

9 月 5 日にロータリー財団のセミナーがありました。詳細

は後日に報告いたします。 

 

卓話者の紹介           竹中 裕彦 会長 

第一グループガバナー補佐 

 

中村眞治 様（川崎大師ＲＣ） 

 

クラブ協議会の機会を頂きまして、誠にありがとうござ

います。 

本日は「資料」として、ロータリーの友、手続要覧、ガバ

ナー月信、「米山」豆辞典、そして貴クラブの会長が出さ

れた「効果的なロータリークラブとなるための活動計画の 

指標」、最後に一番重要な、2014－2015 年度クラブ委員

会活動計画書「期首資料」を持参いたしました。 

 まず、地区方針についてお話をしたいと思います。 

ガバナー月信に「一人一人が輝き 共に奉仕活動をしよう 

世界を明るくしてロータリーを楽しもう」とあります、次

いで１．会員増強．退会防止により一致結束し、と記載さ

れそのあとに以下８項目にわたり地区方針が掲げられて

おります。 

これ等の中で、会員増強、退会防止そして財団、米山を

目標達成の最重要の課題としてお取組み頂くようお願い

申し上げます。 

会長幹事会は勿論の事、機会があれば、声をかけて頂けれ

ばいつでもクラブにお邪魔して何度でもお願いにあがり

ます。 

第一グループでは、昨年度実績からもみて財団、米山に

ついては特に問題なく、会員増強も竹中会長はじめクラブ

一丸となって取り組み頂いております。 

とりわけ増強委員長には本年度２名の新しい仲間を迎え

るにあたりご尽力を頂いております。先日の地区クラブ奉

仕委員長会議でも各ガバナー補佐に目標の数字を打診さ

れました、今年度地区では「月信」によれば 32 名の会員

増です、第一グループでも４名の方が入会致しました。 

各クラブとも会員増強には苦労されております、その中で

何等かの事情でロータリークラブをあとにされた方の再

入会を薦めるお話が昨日の会長幹事会でも話題になって

おりました。「手続要覧」によれば「ロータリアン移転書

式」に記入しこれを提出すれば良い。とあります。また退

会者の御子息をお誘い頂く等の方法も検討されておりま

す。 

 ９月８日の補佐連絡会では第三グループのクラブ協議

会に会員数９名クラブで４名の出席者との報告がありガ

バナーもどうしたものかと思案しておりました。 
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 貴クラブは「期首資料」資料で拝見致しましても、活発

な奉仕活動を行い大変結構な事だと思います、ガバナーの

地区方針であります「ロータリーデー」の開催にも御配慮

頂くようお願い申し上げます。 

 私は、ロータリーは楽しく、お一人おひとりの意見や考

えが反映されなければと思い、今年度のガバナー補佐をつ

とめさせて頂いております、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

第 3回クラブ協議会を開催。各理事、小委員長から事業計

画を発表。 

 

去る８月２４日事務局にてローターアクト会長公式訪問

があり大師からも多くの参加をいただきました。 

 

 

 

 

次回例会 9 月２４日（水） 

ガバナー公式訪問 

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 

 

 9 月 24 日 (水) 大野ガバナー公式訪問 

 9 月 28 日 (日)ローターアクトクラブ例会 

       事務局 11：00～12：00 

 10 月 1 日 会員卓話 

 鈴木 幹久 会員・野沢 隆幸 会員 

 


