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●司　会　　中村　　孝ＳＡＡ

●点　鐘　　竹田　正和会長

●斉　唱　　国歌斉唱　　４つのテスト

　　　　　　　　　　　　　坂東　保則ソングリーダー

来訪ロータリアンのご紹介　　　沼田　直輝親睦委員長

川崎ロータリークラブ　　　　　　　　　冨田　三郎様

川崎ロータリークラブ　　　　　　　　　市川　洋治様

12月入会祝い　　　　　　　　　沼田　直輝親睦委員長

　林　　　鶴会員　1991年12月 4日　

　細谷　重徳会員　1996年12月18日　

　布野　真治会員　2001年12月 5日

　石渡　勝朗会員　2004年12月15日

　永松慎太郎会員　2013年12月 4日

会員の誕生祝い

　中村　眞治会員、久保　博和会員、岩井　茂次会員

　内田　省治会員、磯田　　稔会員、沼田　直輝会員

奥様誕生祝い

　布野　真治会員　奥様　奈巳様

　石渡　勝朗会員　奥様　公代様

会長報告　　　　　　　　　　　　　　竹田　正和会長

・地区大会で長寿会員のお祝いが届いております。

・11月18日、神奈川県ロータリークラブ親睦野球大会で

当ロータリークラブ　草野球同好会が優勝をいたしまし

た。表彰状は懇親会席上でもいただきましたが、皆様に

お披露目したいと思います。
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ご挨拶　　　　　　　　　　　　　　　中村　眞治監督

　神奈川県ロータリー野球連盟は横浜スタジアムという

大きな会場で第20回の記念大会を行いました。

　ホストクラブとし進行しました。終了後は万葉の湯で

懇親会を行いました。竹田会長はじめ、須山幹事等々出

席いただきありがとうございました。

　今後ともまたロータリークラブの親睦のため、皆さん

とご一緒に野球ができるよう頑張りますのでよろしくお

願いします。ありがとうございました。

・委嘱状が届いております。

　国際ロータリー2590地区　2016－17年度地区委員長　

　米山奨学増進委員会　牛山　裕子会員

本日は例会の後半は年次総会になります。最後までおつ

きあいいただければと思います。

６点報告

①ラビンドランRI会長より年末のご挨拶がメールで届き

ました。回覧をさせていただきます。

②青少年交換留学生、当クラブで推薦しました石川俊也

君（法政二高1年在学中）正候補者として決定いたしま

した。派遣国はタイ国となります。竹中裕彦直前会長に

は面接の際同行いただきまして本当にありがとうござい

ました。

③ゆずりは園より「ゆずりはまつり」のお祝いのお礼が

届いております。会報３４号も届いております。併せて

回覧をさせていただきます。

④箕田ガバナーより11月13－14日地区大会のお礼が届い

ております。回覧をさせていただきます。

⑤第50回大師地区賀詞交歓会開催の案内が届いておりま

す。

⑥第44回川崎区賀詞交歓会の開催の案内が届いておりま

す。

幹事報告　　　　　　　　　　　　　　須山　文夫幹事

①本日年次総会でございます。

ご退席なさらぬようお願いします。

②川崎大師　新春の護摩申し込みを回覧させていただき

ます。ご記入お願いします。

③2月3日　節分会の申込書回覧させていただきます。参

加の方は幹事の方までお願いします。

④新春４クラブ合同例会の案内を回覧します。出席の程

お願いします。

⑤ローターアクトの年次大会が12月13日にあります。

参加の方幹事までお伝えください。

⑥インターアクトの年次大会　1月17日に関東学院大学

で開催されます。参加の方は幹事までお伝えください。

⑦12月のロータリーレート　1ドル120円

⑧例会変更の回覧をさせていただきます。メイクアップ

等にご活用ください。

⑨年忘れ家族会の出欠を回覧します。家族会は本日締切

です。ご記入のない方はご記入ください。

⑩ソウル国際大会の出欠を回覧します。

⑪南三陸心の復興プロジェクト　ロータリーの友に投稿

させていただきました。ロータリーの友から返信があ

り、また連絡をしますとのことです。

ロータリーの友の精読会を行っていることをお伝えしま

したら、そういった取り組みを行っていただき嬉しいと

お返事をいただきました。

2070回　11月14日は地区大会移動例会で全員登録でした。

出席報告　　　　　　　　　　　高濱　玲奈出席委員長

2072回

2070回
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会員数 対象者 出　席 欠　席 出席率

前々回の修正　メークアップ 名0 100.00

54.00

100.00
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％

％

修正出席率
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メークアップ：
林会員、細谷会員、横山会員、矢野会員、出井会員、
永松会員、大﨑会員、金澤会員、磯田会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　須山　文夫幹事

川崎ロータリークラブ　冨田　三郎様
いつもお世話になります。お大師様にお詣りさせていた
だき安らぎを与えます。ありがとうございます。

島岡　榮基会員
先程、車祈祷殿にて車の祈祷をして頂きました。

松井　昭三会員
検査入院無事退院しました。検査発表は明日です。６月
よりの禁煙、半年無事経過しました。入院中は助かりま
した。

遠藤　悦弘会員
宮沢様　先日は有難うございました。

宮山　光男会員
18日の移動例会、神奈川野球大会では、野球、同好会の
皆様、有難うございました。

横山　俊夫会員
第20回神奈川県ロータリー野球大会が無事に終了致しま
した。会員のご協力に感謝致します。

竹中　裕彦会員
大変申し訳ございませんが、所用の為早退致します。

水口　　衛会員
11月18日の横浜球場　草野球大会出場の皆様　お疲れ様
でした。

小林　勇次会員
・野球同好会の皆様、野球大会お疲れ様でした。
・宮山さん応援ありがとうございました。

牛山　裕子会員
4年前に当クラブがお世話した米山奨学生　林微（リン
　ウィー）がペンシルバニア大学で医学博士号を授与さ
れ、現在、遠隔医療のパイオニアとして活躍しています。

木村　秀文会員
横浜スタジアムでのプレー、最高でした。

中村　眞治会員
神奈川野球大会、皆様のご尽力に感謝申し上げます。今
後とも宜しくお願い致します。

竹田　正和会長
①先月11月は大変イベントが多く忙しい1ヶ月でした。
会員の皆様にはおつかれ様でした。
②今年も残す所1ヶ月になりました。体調に気をつけて
新年を迎えましょう。
③本日は年次総会です。よろしくお願いします。

須山　文夫幹事
本日は年次総会です。途中退席の無きようお願いします。

本日のニコニコのテーマ
「いよいよ師走を迎えました。
　　　　　　　　　皆様、ご自愛ください。」
　
野澤　隆幸会員、岩井　茂次会員、鈴木　幹久会員
鈴木　昇二会員、細谷　重徳会員、出井　宏樹会員
坂東　保則会員、大藪　善一会員、宮沢　和徳会員
石渡　勝朗会員、竹内　祥晴会員、髙濵　玲奈会員
　　　　　　　　　　　　　合計　５６，０００円

委員会報告　　　　　　　　　　　　中村　　孝ＳＡＡ

親睦委員会　　　　　　　　　　　　沼田　直輝委員長
年忘れ家族会が12月22日、横浜ベイシェラトンホテルで
開催されます。
出欠を回覧しておりますのでできるだけ多くの方の参加
をお待ちしております。お願いします。
例会終了後受付で集金いたします。財布に余裕のある方
はお支払いをお願いします。

2073回

2071回
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会員数 対象者 出　席 欠　席 出席率

前々回の修正　メークアップ 名9 85.71

70.58
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米山奨学金増進委員会　　　　　　　牛山　裕子委員長

次年度の奨学金事業に関わらせていただきます。ますま

すご寄付の御協力お願いをすることになります。

あらかじめお願い申し上げます。

年次総会　　　　　　　　　　　　　　竹田　正和会長

１．次々年度会長及び次年度理事会メンバーの選出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹田　正和会長

年次総会を開催させていただきたいと思います。

本日は私が司会進行をさせていただきます。

会則第4条第3節（A)に基づき総会を進めたいと思います。

本日は３４名の出席を賜っておりますので、この総会は

成立致します。

　(1)選出までの経過　　　　　　　　　竹田　正和会長

　(2)指名委員会による発表　　　大藪　善一指名委員長

　(3)会員承認　　　　　　　　　大藪　善一指名委員長

　(4)会長ノミニー挨拶　　　　　　　　竹田　正和会長

　(5)次年度三役紹介　　　　　　　　　竹田　正和会長

　　次々年度会長候補　　　　　　　岩井　茂次　会員

会長ノミニー候補　履歴

　㈲日本リスクマネジメント　代表取締役

〔ロータリー歴〕

2004年 4月 7日　川崎大師ロータリークラブ入会

2005～2006年度　クラブ会報・ＩＴ委員長

2006～2007年度　広報委員長

2007～2008年度　環境保全委員長

2009～2010年度　会場監督

2010～2011年度　職業指導委員長

2011～2012年度　親睦活動理事

2012～2013年度　副会長

2013～2014年度　社会奉仕理事

2014～2015年度　幹事

2015～2016年度　雑誌広報委員長

米山功労者　マルチプルポールハリスフェロー

　　次年度役委員候補者

　　副会長　　　　　　　　　　　　水口　　衛　会員

　　幹事　　　　　　　　　　　　　飯塚　元明　会員

　　会計　　　　　　　　　　　　　大﨑　克之　会員

　　会場監督　　　　　　　　　　　松本　和晃　会員

　　次年度委員会理事候補者

　　職業奉仕　　　　　　　　　　　金澤　康治　会員

　　社会奉仕　　　　　　　　　　　横山　俊夫　会員

　　国際奉仕　　　　　　　　　　　猪狩　佳亮　会員

　　青少年奉仕　　　　　　　　　　鈴木　昇二　会員

　　親睦活動　　　　　　　　　　　中村　　孝　会員

指名委員会メンバー：

大藪、細谷、渡辺、鈴木昇二、竹中　各ＰＰ

指名委員会オブザーバー：

牛山エレクト、須山幹事

賛成多数により決定。

●点　鐘　　竹田　正和会長

日時：平成２７年１２月２２日(水)は
　　　移動例会　年忘れ家族会　です。
場所：横浜ベイシェラトンホテル＆
　　　タワーズ５Ｆ　日輪

秦　琢二／坂東　保則／水口　衛／松本　和晃
クラブ
会　報
委員会

　第６回　ロータリーの行動規範 全８回

職業奉仕（VOCATIONAL　SERVICE)
職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべきである
という認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実践していくという目的を持つものであ
る。会員は、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業を行う。

ロータリーの行動規範　(Rotary　Code　of　Conduct)
ロータリアンとして、私は以下のように行動する。　
　6)若い人々に機会を開き、他者の特別な二一ズに応え、地域社会の生活の質を高めるために、
　　　自らの職業的才能を捧げること。


