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松本 和晃ＳＡＡ
牛山 裕子会長
「四つのテスト」
伊藤 佳子ソングリーダー

・新会員懇親会 ５月１６日 ６時 グリルいわさわ
３年未満の会員、三役の誰かが引率をするという会で
す。会員・八尋さん 副会長の須山さんがご同道いただ
くことになっております。他に行かれる方は本日中にお
申し出ください。
・川崎大師 開創８９０年
開白大法要 ５月１日は水口幹事に出席いただくことに
なっています。

本日の卓話者の紹介 牛山 裕子会長
当クラブの会長エレクトの岩井茂次会員です。

会長報告

牛山

裕子会長

年度初めに計画したことがどの程度実行されているか見
直していきたいと思います
・必ずこの例会場にはロータリーのバッチをつけてきて
くださいとお願いしました。ロータリアンはこのバッチ
一つでどこにでもロータリアンとして行けます。
・例会には多少、日頃と違って緊張した気持で臨んでく
ださい。服装もそれなりに緊張してください。あと８回
ございます。８回必ず、今申し上げたことを守ってくだ
さい。お願い致します。

川崎大師ロータリークラブ

・4月22日IMの御礼状が来てます。IMで老舗企業（100年
企業）をやっている方々はどうやって100年続いている
のかを書いてくださいという申し出がガバナーからあり
ました。当クラブでは伊藤会員と、私が書かせていただ
きました。回覧いたしますので、ご覧ください。私につ
いてはそれをご覧になった他クラブの方から職業卓話の
ご依頼が何件かきております。
・川崎大師薪能がございます。ご招待いただけるチケッ
トがございます（２枚）。チケットを申し込む用紙を差
し上げますので本例会終了後までにお申し出ください。
・米山梅吉会館の100円募金、おかげさまで5900円集ま
り、振込をいたしました。ありがとうございました。
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幹事報告

水口
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会員数

衛幹事

対象者 出

席 欠

席

出席率

2136回

５９

５９

５９

０

100.00 ％

2134回

５９

５０

３０

２０

60.00 ％

前々回の修正 メークアップ 3 名 修正出席率

66.00 ％

2136回は4月22日（土） IM統合・ロータリー経営大講
演会（全員登録）でした。
メークアップ
内田省治会員、永松慎太郎会員、大﨑克之会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）
須山

文夫副会長

・厚生労働省から「薬物クリーン神奈川」きました。
（回覧）
・2015-16年度 年次報告の冊子が届きました。
（回覧）
・川崎市文化賞 候補者の推薦について。川崎市より用
紙が来ています。（掲示）
・他クラブの例会変更（回覧）
メイクアップ等にご活用ください。

出席報告

石渡利治出席委員長

松井 昭三会員
猪狩様 私の終活にご協力を戴き有りがとう御座居ます。
今後共 宜しく御指導をお願い申し上げます。
猪狩 佳亮会員
小林会員、先日の法事の法要の際はありがとうございま
した。親せき一同喜んでおりました。
岩井 茂次会員
先日 PETS、地区協の報告をいたします。お手やわらか
に。

会員数

対象者 出

席 欠

席

出席率

2137回

５９

５１

３７

１４

72.54 ％

2135回

５９

５１

３１

２０

60.78 ％

前々回の修正 メークアップ 5 名 修正出席率
メークアップ
林 鶴会員、渡辺冨士夫会長、秦
永松慎太郎会員、磯田 稔会員
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琢二会員

70.58 ％

竹田 正和会員
・いよいよG・Wに入ります。心身共に少しエンジョイし
てきます。
・岩井エレクト本日はよろしくお願いします。
牛山 裕子会長
今年度の例会も残すところ ひとけたとなりました。
年度初の計画がどの程度実行されているか自省したいと
思います。
川崎大師ロータリークラブ

ROTARY SERVING HUMANITY

人類に奉仕するロータリー

本日のニコニコのテーマ
「岩井エレクト、PETS、地区研修・協議会報告、
宜しくお願いします。」
遠藤悦弘会員、矢野清久会員、中村眞治会員
黒澤 穣会員、内田省治会員、伊藤佳子会員
竹中裕彦会員、野澤隆幸会員、鈴木幹久会員
鈴木昇二会員、沼田直輝会員、水口 衛会員
秦 琢二会員、出井宏樹会員、坂東保則会員
細谷重徳会員、宮沢和徳会員
２９,０００円
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職業情報委員会

鈴木幹久委員長

出井宏樹会員 プロフィール紹介
①RC入会 2013年7月17日 3年9ヶ月
②出身 埼玉県羽生
③学歴 大正大学仏教学部
③職業分類 仏教（真言宗）
大本山川崎大師平間寺 執事長
④RC歴 2015-16年 クラブ国際奉仕委員会委員長
３分間スピーチ（出井宏樹会員）

社会奉仕委員会 横山俊夫委員長
昨年の9月1日から今年3月31日まで大師地区を中心に配
布した非常用の救急ボトル2,100ほど配ることが出来ま
した。当クラブ会員分も用意してございます。前々回お
渡ししましたがお持ち帰りならない方もいていつくつか
残りました。貰った方でもお持ち帰りいただいて結構で
す。

研修委員会 竹中裕彦委員長
今年度第2回目のファイアーサイド ミーティングを5月
下旬22.23.26日に開催します。
1回目は定款変更の内容で皆さんにいろいろな意見を出
していただきました。2回目は次年度いよいよ当クラブ
が45周年を迎えるということになります。
30周年、35周年、40周年の実行委員長鈴木幹久さん、遠
藤悦弘さん、宮山光男さんにグループリーダーになって
いただき3グループに分け、次年度45周年委員さんにも
各グループに出席いただき皆さんで活発な意見を出し合
っていただければと思っています。
各団体のスケジュール等々で５月下旬、忙しい時とは思
いますが3日間あります。今割り振られているグループ
がダメでしたら他グループでもいいので何とか調整をし
ていただき、出席いただければと思っています。
周年についてクラブがまとまる非常にいい機会です、皆
さんの声を出し合い楽しいファイアーサイドミーティン
グにしたいと思います。
どうぞご協力の程、宜しくお願いします。

次年度監事 秦 琢二会員
本日例会終了後13時45分より第4回理事会を開催致しま
す。出席義務者の方はご出席お願いします。

川崎大師ロータリークラブ

スピーチの内容は事務局置きとさせていただきます。

卓話者の紹介 牛山裕子会長
岩井茂次会長エレクトです。宜しくどうぞお願いします。

卓

話

岩井茂次会長エレクト

2004年4月入会 14年目に入りました。次年度会長を仰
せつかりました。このたびPETSに参加してまいりました。
こちらについて報告をさせていただきます。
PETS／地区研修・協議会報告
１．PETS（会長エレクト研修セミナー）
３月１６日に新横浜のソシア２１に於いて会長エレクト
研修セミナー（ＰＥＴＳ）に出席しました。本日はＰＥ
ＴＳにおける研修のご報告をさせていただきます。
まずＰＥＴＳとはＰ：プレジデント・Ｅ：エレクト・
Ｔ：トレーニング・Ｓ：セミナーそれぞれの頭文字から
命名されております。この研修は全ての会長エレクトが
受ける義務があり、これを受けないと会長にはなれませ
ん。当日は地区57クラブの内、1名が欠席されましたが、
それ以外の56名が研修を受けました。
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５．ロータリー米山記念奨学事業へのご理解と
ご寄付のお願い
目標 普通寄付 一人当たり ５，０００円以上
特別寄付 一人当たり２０，０００円以上
合計
一人当たり２５，０００円以上
６．ロータリーの未来を担う人材の育成
＊明日のリーダーを育てる⇒IA・RA
７．ＲＩ会長賞への積極的な挑戦

10時30分に高良ガバナーの点鐘に始まり、湯川孝則ガバ
ナーエレクトによる「地区方針発表」、「2017-18年度
ＲＩ会長テーマ」についてのお話がありました。
これらに続き「戦略計画」「拡大増強」「クラブ奉仕」
「青少年・職業・社会・国際の４大奉仕」「米山記念奨
学事業」「ロータリー財団」等の地区委員長による研修
を受けて、グループ討議・発表、ガバナーエレクトの講
評を持って17時30分まで密度の濃い時間を過ごしました。
①次年度国際ロータリー会長はイアンＨ.Ｓ.ライズリー
氏です。オーストラリア、サンドリンガムＲＣに所属さ
れています。この次年度・ライズリーＲＩ会長は会長テ
ーマ英語では「ＲＯＴＡＲＹ：ＭＡＫＩＮＧ Ａ ＤＩ
ＦＦＥＲＥＮＣＥ」、日本語でのテーマは「ロータリ
ー：変化をもたらす」を掲げました。
そして、ＲＩ会長は「環境保護と温暖化防止」が極めて
重要であると訴えました。７月１日の新年度開始から
2018年4月22日の「アースデイ」までの期間に、各クラ
ブで会員数と同じ数の植樹をするよう呼びかけました。
Earth Day：地球環境について考える日として提案され
た記念日／１９７０年４月２２日
第２５９０地区・ガバナーエレクトは湯川孝則氏です。
ご存じの方も多いかと思いますが、とても親しみやすい
お人柄の印象です。
地区方針は「ともに語ろうロータリー 友達になろう」
１．クラブ戦略計画の推進
２．クラブ自主性の尊重～クラブに柔軟性が認められた
＊奉仕プロジェクトおよび社交行事を例会と見なす。
３．会員増強とクラブ拡大の推進
＊地区全体で会員数純増１００名を目指す。
４．ロータリー財団へのご理解とご寄付のお願い
目標 年次基金寄付 一人当たり１２０USドル以上
恒久基金寄付 ベネファクター
各クラブ１名以上
ポリオへの寄付 一人当たり５０USドル以上
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＊印象に残る共感する言葉として、「ロータリー活動の
原点は交流と親睦」、そして「ロータリーから何を学び、
何を実践するのか」
「共に語ろう、友に語ろう、友達になろう」
私たち川崎大師ロータリークラブの目標や考え方につい
ては次回５月１０日「クラブ協議会」にてあらためてお
話しさせていただきます。
２ 地区研修協議会
2017-2018年度地区研修協議会が４月２日（日）に聖光
学院にて開催され、当クラブからは１２名が各部門のプ
ログラムに参加をいたしました。
＊会長部門においては以下のプログラムが行われました。
①高良ガバナーによる「クラブ会長とリーダーシップ」
②「地区予算案の説明・承認」
③ポリオ撲滅・人道的奉仕と補助金について、等
それぞれの部門における分科会の内容につきましては、
これらを踏まえて各委員長から次回クラブ協議会におい
てお話しさせていただく事にいたします。
以上、PETS･地区研修協議会報告とさせていただきます。

総評

牛山

裕子会長

岩井会長エレクト、秦次年度幹事ありがとうございまし
た。私、反省するところ大でございます。研修協議会で
サブリーダーをつとめてどこまで皆さんにわかっていた
だけたのかなと思います。湯川次年度ガバナーの「共に
語ろう 友だちになろう」期待をしたいと思います。
どうもありがとうございました。
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牛山

裕子会長

日時：平成２９年５月１７日㈬は
通常例会です。
「ロータリーの友」精読です。
クラブ
会 報
委員会

小林

勇次／秦

琢二／沼田

直輝

川崎大師ロータリークラブ

