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５月入会祝い
寺尾 巌会員
鈴木昇二会員
黒澤 穣会員

中村
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孝 親睦委員長
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幹事報告

水口

衛幹事

1971年5月11日
2004年5月12日
2015年5月27日

・５月１日 川崎大師平間寺開創８９０年開白大法要に
出席させて頂きました。その際に戴いた聖観音菩薩像、
DVD２枚戴きましたのでご回覧いたします。
会員の誕生祝い
遠藤悦弘会員
須山文夫会員
牛山裕子会員
須釜賢治会員
黒澤 穣会員
八尋匡彦会員

・各クラブより例会変更の案内が来ています。
・本日は１１回目の理事会がございます。13時45分～地
下会議室 出席義務者の方は出席をお願いします。

出席報告
奥様誕生祝い
細谷重徳会員
奥様
石渡利治会員
奥様
清水宏明会員
奥様
秦 琢二会員
奥様
永松慎太郎会員 奥様
金澤康治会員
奥様
八尋匡彦会員 お母様

会長報告

石渡
会員数

やす子様
紀美子様
晶子様
明子様
智子様
路代様
早苗様

対象者 出

利治出席委員長

席 欠

席

出席率

2138回

５９

５２

３３

１９

63.46 ％

2136回

５９

５９

５９

０

100.00 ％

前々回の修正 メークアップ 0 名 修正出席率 100.00 ％

牛山

裕子会長

・期首に話をした会員同士を知る事、これは職業奉仕委
員長が3分間スピーチを毎週企画してくださいましたお
かげでほぼ達成できました。ありがとうございました。
・マンスリーレポートNO.11
裏表紙に載っていますが、3月の出席率がブービーメー
カーになりました。５月、６月真ん中あたりにいくよう
にご協力宜しくお願いします。
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スマイルレポート（ニコニコボックス）
須山

文夫副会長
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本日のニコニコのテーマ
「岩井会長エレクト、
次年度活動方針宜しくお願い致します。」
大﨑克之会員、伊藤佳子会員、出井宏樹会員
中村眞治会員、宮沢和徳会員、猪狩佳亮会員
黒澤 穣会員、水口 衛会員、船木幸雄会員
鈴木昇二会員、沼田直輝会員、渡辺冨士夫会員
大藪善一会員、石渡利治会員、横山俊夫会員
松本和晃会員、遠藤悦弘会員

委員会報告

川崎RC 山本浩文様
メーキャップお世話になります。

●ローターアクト委員会 出井宏樹委員長
鈴木昇二青少年奉仕委員長、横山社会奉仕委員長のお力
添えをいただき、明日５月１１日に三役がそろってロー
ターアクトの例会を開催することができるようになりま
した。
事務所で７時３０分から行います。お時間のある方は御
出席をいただければありがたいです。

松井昭三会員
昨日後期高齢者の癌検診を幸クリニックで受診して参り
ました。すべて無事だとは思いませんが、２週間後が気
になります。
川細谷重徳会員
誕生祝の花ありがとう。ひさしぶりの雨で空気がきれい
に成って良い
竹田正和会員
①昨日４５周年実行委員会、参加の皆様にはおつかれ様
でした。有意義なご意見ありがとうございました。
②岩井エレクト 本日は次年度活動方針よろしくお願い
します。
③キムさんようこそ この一年よろしく。
須山文夫会員
秦さん昨日はありがとうございました。
伊藤女将、大した事ではないですが、ありがとうござい
ました。
牛山裕子会長
次年度に向けてのクラブ協議会です。
岩井会長エレクト宜しくお願い致します。

川崎大師ロータリークラブ

●４５周年実行委員会 渡辺冨士夫実行委員
次年度、岩井年度で４５周年になります。周年事業記念
準備委員会を立ち上げ、中間的には２５年、３０年、３
５年と周年事業をやってきましたので４５周年も実行す
ることに決めました。
昨日第五回の記念事業委員会において決定されたものは
ウエルカムが2018年2月23日、横浜ガーデンホテルで18
時～20時30分。式典は翌日2018年2月24日、横浜ローズ
ホテル11時～14時を予定しています。
実行委員長が野澤隆幸会員、幹事が竹田正和会員ですが、
今回野澤会員が欠席なので私の方から報告させて頂きま
した。
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ご挨拶

今月、ファイアーサイドミーティングは周年事業につい
てということです。
是非皆さん５年に１度の周年事業を通して健全なるクラ
ブの発展と奉仕事業、姉妹クラブとの交流との中で会員
相互の理解を深めて頂きたいと思います。周年事業の内
容についてはこれからですので、是非ともファイアーサ
イドでみなさんのご意見を反映させて頂きたいと思って
おります。
宜しくお願いします。

●次年度奨学事業委員会
横山俊夫委員長
2017年度米山奨学生 金 勁佑様を皆さんの前でご披露
させて頂きたいと思います。
奨学金の授与
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金

勁佑様

皆さん、こんにちは
韓国からきました。横浜国立大学博士３年生です。
専門は国際法ですが、中でも国際経済法、国際通商に関
することを勉強しております。国際規格・国際基準とい
った事をテーマとしています。
国際法の中で国際規格はどういった具合に発展して、ど
の様に対策すべきかということについて研究しています。
昔は趣味はいつも映画とか旅行とかいっていましたが、
日本に来てからは映画はほとんど観に行ったことがない
です。日本で映画に行くには値段が高いです。毎月１日
は安くなるので１日とか夜８時以降は安くなるのでそう
いう時を使って観にいった事があります。
勉強は心の中で勉強して、研究して早く博士号を取りた
いという気持はいっぱいですがなかなかうまくいかない
のが現実です。
今日こういう機会を頂き皆様の力をいただき、前に進み
たいと思っております。宜しくお願いします。

●ファイアーサイドミーティング

4頁

竹中裕彦会員

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

今月下旬５月２２日、２３日、２６日で今期２回目のフ
ァイアーサイドミーティングを計画しております。
GW前にご案内をさせて頂きましたが45周年を迎えるにあ
たり、過去の実行委員長、鈴木幹久会員、遠藤悦弘会員、
宮山光男さんにグループリーダーになっていただき、過
去を知りながら次年度の45周年をどうしていくかという
ことを皆で話をし、クラブが１つとなって周年事業を盛
り上げていきたいとおもいます。
今割り振られているグループが都合が悪ければ、他グル
ープに出席いただけき皆さんの過去の知識とこれからの
思いをぶつけあっていただければとおもいます。出欠の
程回覧させて頂きます。
ご協力の程、宜しくお願いします。

●職業情報委員会
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中村眞治会員

鈴木幹久委員長

中村眞治会員紹介
プロフィール
①RC入会 1996年4月10日 21年1ヶ月
②学歴 東京都築地
国立宇都宮大学理工学部卒
③職業分類 技術サービス（港湾施設メンテナンス）
日中興産（株） 代表取締役
④RC歴 2006-07年 第34代会長
⑤地区活動 2008-09 地区ロータリー財団 GSE委員長
2014-15 第一グループガバナー補佐
⑥その他 川崎大師RC野球同好会監督

川崎大師ロータリークラブ

ロータリーに入会したのは林さんの紹介です。
証券会社の窓口でロータリークラブへの入会を誘われて
２つ返事で入りました。
おかげさまで21年間、毎例会、地区へ出させていただい
ても大変結構な、面白い組織だと思っております。
高校も工業高校で実験が好きでやっていました。
大学も工学部の有機合成化学を勉強しました。
学生実験なのでサンプルは定例通りのものでした。
できたものをドイツのバイルシュタインという化合物の
便覧のようなもので特定し、それを分析するのが仕事で
した。
人と接したり、ロータリー活動のようにDoing good in
the world.世界で良いことをしよう、とかそういう大き
な命題、目的を持った組織には初めて入りました。
野球は父はジャイアンツファンでしたが私アンチジャイ
アンツでした。
別所が南海ホークスからジャイアンツへ入った時に東京
ドームに一緒に観に行きました。
別所は足を上げた、ドロップだドロップだといって周り
の観客にうるさいなこのガキはといわれたことがありま
す。
失敗談というか、この石炭のタールの中にフルオレンと
いう物質があります。
両側にベンゼン核で真ん中に5員環があります。これを
横からみると真ん中の5員環が上下、左右に移動したり
ボート型、シェア型に立体光学異性体電子ビームをあて
ると左や右にビームが曲がります。
たとえば味の素のグルタミン酸ソーダDLというのは左旋
性の物質で味があり右に曲がるものは味がしないという
ことです。それらが合成されたらNMR（Nuclear
Magnetic Resonance）NMRは健康診断等で普及されてお
りますが、昭和40年代当時、39年頃は日本には何台もな
いという高価な機械でこれを卒業研究に使わせて頂くと
いうのは大変名誉なことでした。
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この機械はこのスペースの２倍くらいある部屋に、この
演台1.5個分くらいの機械です。安定するまでに非常に
時間がかかり大変でした。
同僚たち８名は赤外線やクロマトグラフィーなどいろい
ろなものを使い分析し、NMRで特定しそれをみるという
手順でした。徹夜になることも度々ありました。
ある日実験室に偽の電話がかかってきました。
校内にある寮で麻雀をやっていて１人調子が悪くなって
しまった。
３人でいるから来るようにという電話でした。
入学式で私を職員と間違えて「どこに座ったらいい
の？」と聞かれたことがきっかけで仲良くなったのが地
元、宇都宮高校出身の生徒でした。その彼が「実験ばか
りやっていないでもっと楽しいことをしないか」といわ
れで出掛けていったのが麻雀でした。それをやってしま
ったばかりに核磁気共鳴機がトラブルを起こし、指導教
官、助手などにいろいろ言われました。
まさか麻雀をやっていたとは言えないので、いろいろ話
をして逃れたというのがあります。
当時の私は学生ですが読んだ本や、友だちに勧められた
ことはほとんど信じていましたので、学校を卒業してか
らも多難な人生をおくることになってしまいました。
たった一つの救いはロータリークラブに入ったことです。
メンバーの皆さんと2590地区の皆さんには大変感謝して
おります。

第６回

クラブ協議会

議長 牛山裕子会長
次年度に向けてのクラブ協議会です。岩井会長エレクト
にバトンをお渡ししたいと思います。

岩井茂次会長エレクト
先日のPETS地区協議会の報告に続き、また立たせて頂い
ております。
先般お話しした通りPETS 地区研修協議会は、国際ロー
タリーのテーマであったり、あるいは地区でガバナーの
方針であったりという話をさせていただいたので、今日
は私たちのクラブの伝統のところが主になります。
今日お休みの理事、役員も多いですからその中で後ほど
今日ご出席いただいている次年度の理事、役員にはひと
ことお話し頂く時間があるかと思いますので２、３分ご
準備いただきながらお話しを聞いて頂ければと思います。

次年度の活動計画の概要
例会に出席して、そこに集まった皆で奉仕をして１年間
活動をしていく。
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クラブ管理運営委員会の部分は、クラブの活力は何だろ
うというところは出席率どれだけの会員が集まって動い
ているか、これが力に置き換えることができるのではな
いかなと考えています。
まずは１年の始まりで出席率
先ほど牛山会長の方からブービーメーカーになってしま
ったというお話しがありましたが、次年度出席率目標を
90％掲げさせていただきたいと思います。
皆さんご承知の通り出席率の基本は80％以上でというと
ろろですので、このところ多くの方が80％以上達成する
とクラブ全体で90％になっていくという非常に簡単な理
屈ではありますがこういったことをやっていくのでは実
際に何をもってやっていくのかというと、他のクラブへ
のメイクアップ。
ベテランの方はあちこちに行かれているという方いらっ
しゃると思いますが、今現在メイクアップで他クラブへ
行った事がない方も多くいらっしゃると思うので、以前
の年度では集中してやっていた時もあったと思いますが
他クラブ訪問、メイクアップをして川崎大師RCの例会だ
けでなく他を知ってみることが良い刺激をいただくこと
ができるのではないかなと考えます。
まずは出席率90％を目指しましょうと考えております。
会員増強については純増目標ということで先般話をしま
したが各クラブ2名以上協力をというところで、ここ5名
であり10名でありこんな数字をのせればかっこいいので
しょうが地区の目標通り2名ということを掲げさせてい
ただきたいと思います。その名の通り純増ですからいろ
いろな理由で増減を繰り返す歴史の中において１年終わ
った時2人増えていたと、この成長を確実に成し遂げら
れればいいなという理想の元に2名ということをおかせ
ていただきます。
また積極的な全員の活動、協力があった上で上に行く分
には全く問題ない成果というふうになろうかと思います
ので、ここについても皆さんのご協力をお願いします。
状況においては、5年位前から職業分類の未充填分野を
どうするかというのを表を作った年度もありましたが、
ここのところを今一度見直して当クラブにおいての未充
填分野、地区で先般繰り返しアナウンスされた女性の方
の入会、若手経営者について増強活動をはじめてみたら
どうかと考えております。
プログラム委員会においては従来から内容は踏襲した内
容かとは思いますが引き続き会員に役立つ情報であり、
興味を持ってもらえる情報、会員卓話、今現在年度のプ
ログラムのところから卓話が予定できるのは、すでに残
り10回ちょっとなりますので中身の濃い卓話の時間、皆
さんに是非とも出席したいと思ってもらえるような
卓話の時間を構成できればと考えています。

川崎大師ロータリークラブ
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雑誌広報委員会です、前年度から始まったロータリーの
友精読、今年度も黒澤委員長にやっていただきその時々
のロータリーの全国でおきている情報の共有、あらため
て今更きけないロータリーなど勉強会もクラブ内でやっ
ておりますが、これが根っこから知る機会が設けられる
ので次年度についてもスケジュール上毎月というのは難
しいかとは思っていますが引き続き行わせていただきた
いと思っています。卓話プログラムの中に組み込ませて
いただきたいと考えています。
各奉仕部門について職業奉仕について後ほど中村委員長
からひと言いただきたいと思います。私の方からは概要
で職場訪問について実施させていただきながら今年度実
施の３分間スピーチ、良い企画だったので継続したいと
思います。一度話をしたからといっても１年経てば状況
も変わるでしょうからその中でやって頂くのも一興かな
とおもいます。
社会奉仕委員会については継続事業はかなり多いですが、
多くの方ご承知の方も多いかと思うのですが見直すとき
がきてるんではないかというのがこの数年です。
ここからまたきちんと決まりきっていない部分、準備段
階で確認をしながら次年度動き出せるようにしたいと考
えています。
地区補助金事業の申請を行わせて頂きました。結果は5
月末、実際に動き出すのは早くても次年度の７月１日以
降の事業ですのでいずれにしても大きな柱と位置づけて
計画をしております。これについては必ず形にして実行
したいなと考えております。

親睦活動です。今までと少し形が変わることがいくつか
あるかと思います。次年度への準備で検討している部分
がエイジングプログラム委員会とフォローアップ委員会、
委員長が兼務され同時に行っている会合も多いので相互
の親睦を深める会合等を企画していただくかたちで考え
ています。
例会の受付は近年希薄になってしまったかもしれません
が、たすきの着用を再度お願いしながら、新年、式典の
時には様々なお客様がまいりますのでその時に川崎大師
ロータリークラブの良い形でお客様をお迎えしてという
ところを作っていただきたいと思います。
今現在の大きなイベントのスケジュールです。ホテルな
どを使用するときには１年前に場所を押さえるというの
が前提となっております。事前に動き出して決まってい
るところだけお知らせします。

国際奉仕についてはクラブにおいてはロータリー財団、
米山奨学寄付をベースに今年度も引き続き継続させてい
ただき今日お越しいただいている金さん、米山奨学生の
支援と交流ということで毎月毎月お会いしながらいろい
ろな行事にも参加していただく、また先ほどの渡辺さん
からのご報告、次年度創立記念式典が予定されていると
ころなので姉妹クラブとの交流が密になる一年かと思い
ます。その際には漢城ロータリークラブの姉妹クラブが
ありますので、その橋渡し的な交流の中に金さんに入っ
ていただいて、その交流も楽しんでいただきたいと考え
ております。

2017年９月６日（水）次年度ガバナー補佐訪問
各委員長からお話しをいただきながら長い例会になりま
すことをご予定いただきたいと思います

青少年奉仕です。先ほどアナウンスありました通り明日
再立ち上げの第１回例会が行われます。
今年度ひとつの形ができたものを当然次年度そのまま健
全な形で育んでいくという一つのテーマがあろうかと思
います。
新しい形で動き出したところなのでこれについては形と
して、テーマとして設けていただきながら、次世代リー
ダーの育成という大きな目標に向かって行っていけたら
と考えています。

2017年１１月１１日（土）地区大会
2017年１１月１６日（木）３クラブ合同例会
（川崎マリーンRCがホストクラブ）
2017年１２月２０日（水）年忘れ家族会
横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ
2018年１月１０日（水）４クラブ新春号同例会
（川崎大師RCがホストクラブ）
昼の時間帯 川崎日航ホテル
2017年９月２０日（水）次年度ガバナー公式訪問

川崎大師ロータリークラブ

2017年９月２０日（水）次年度ガバナー公式訪問
次年度湯川ガバナー公式訪問の際にロータリーソングの
ご要望が出ています。
「友だちになろう」
来週以降皆様のテーブルに歌詞をおかせていただきます。
今年度のうちから練習して9月には大きな声で歌えるよ
うになりたいと考えております。
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例会場のレイアウトも検討しながらですが、
食事の中身も30分、1時間の中で食事が楽しみになるよ
うな、例会の卓話のプログラムが楽しみになるような１
年を迎えたいなと思っております。
今まだ毎月毎月検討しながら形にするために、発表でき
る段階に近づいてきているものが大半です。
次年度始まる頃におくることになると思います。
こういった計画が進んでおります。

次年度副会長

船木幸雄会員

身体を悪くして少し入院しておりました。
3月8日は歯を抜いてインプラントをしその3日後に検査
をしてすぐ入院でした。
ロータリーも頑張っていかなければならないとおもい、
次年度会長と連絡を取り合いやらせていただいている最
中です。理事会、協議会に最近出席していないのでどう
いう流れか今初めてわかりました。
会員増強、純増２名。一生懸命そういうものをサポート
しながらやっていきたいと思います。
出席率90％、以前船山さんと一緒にやっていたのを思い
出しました。自分も一生懸命出て行きたい、周りから声
をかけ ていきたいと思います。
宜しくお願いします。

タイトルはなく皆さんの仕事上の問題発生時の対応の仕
方やその他をご披露いただきたいと思います。
前々年度職業指導の委員会ですが我らの生業という冊子
を作りましたが、会員名簿及びクラブ委員会活動計画書
に記載されているくらいの簡単な紹介文がありましたの
でなお詳しく。仕事は多様化していると思いますので、
今後新規にやりたいという事業でもなんでもかまいませ
んから前回使いました冊子も在庫ございますので、再度
お配りしてリメイクし完成品に近づけたいと思っており
ます。
最後に職場訪問、見学ですが10月18日にプログラムでは
予想されております。
場所は殿町２丁目、キングスカイフロント（いすゞ自動
車の跡地）川崎市特区になっている場所を訪問したいと
思っています。今週金曜日に担当者と打ち合わせをして
まいります。
訪問前に例会に来ていただいてレクチャーまだ２０～３
０％までいっていないと思います。寺尾さんの会で大師
経営者協議会がございます。こちらで409号線はじめこ
の地域のいろいろな勉強をさせて頂いております。そこ
でもこのスカイフロントは最先端の医療技術や栄養研究
所や国内で一流のところが招致されています。
ともかくお互いに知り合ってロータリーに入って良か
ったと実感して頂くために職業奉仕で頑張りたいと思い
ます。宜しくお願いします。

国際奉仕委員長
職業奉仕委員長

中村眞治会員

牛山年度、鈴木幹久先輩が大変頑張って３分間スピーチ、
各会員相互の親睦もそうですし、私たちお互いに知り合
わなければならないというところで、職業奉仕委員会で
ぜひ踏襲、継続させていただきたいと思います。月に１
回ないし２回位を予定しています。あらかじめご案内し
ます。
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私には３つの委員会がございます。
ロータリー財団委員会、米山委員会、姉妹クラブ。クラ
ブにおける財団の活動はあまり記憶にないですが、社会
奉仕委員会と共同で継続的に東北の支援行事がございま
す。さらに煮詰めて参りたいと思っています。
米山委員会は横山さんが大役をお引き受け頂きまして金
さんがご紹介をいただいたしだいでございます。
川崎大師ロータリークラブ
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まだまだ復興道半ばだと思います。そういう中でこうい
う事業を行うことは意義あることだと思います。
現地の佐沼ロータリークラブさんと協力して考えました。
遊具等まだ不足しているという話でしたが電子ピアノが
なく困っているという話をいただきました。
この事業が子どもたちにとって精神的な復興につながれ
ばいいなと思っております。
つきましては10月頃皆さんで1泊2日位で現地に行き、そ
の場で園児と一緒に歌を歌ってきたいと計画しておりま
す。皆様ぜひ御出席してください。

SAA 猪狩佳亮会員
来年度は例会の雰囲気、何かが変わります。
横山さんのアイデアですが新しく出来た米山記念会館、
米山の真髄を知るにはこの会館を一度訪問したらいかが
であろうかと発案もありますので、その時期には皆さん
にご案内を申し上げます。多数出席をしていただきたい
と思います。
姉妹クラブですが宮山さんにお願いをしております。
漢城、西門、佐沼の４５年ということでご案内をしご招
待をさせていただきます。ウェルカムパーティー等でお
願いをしたいと思っております。
私もこのクラブのあり方について勉強し、皆さんにお願
いをして参りたいと思っております。宜しくご協力お願
いします。

社会奉仕委員会

●点

鐘

牛山

裕子会長

大﨑委員長

地区補助金事業について簡単にお話をさせていただきま
す。岩井会長エレクトの元に申請を行いました。
内容は東日本大震災で被災した南三陸町の幼稚園に電子
ピアノを寄贈するということを考えております。

日時：平成２９年５月２４日㈬は
通常例会です。
月間卓話
卓話者：クラブ青少年奉仕委員長
鈴木
クラブ
会 報
委員会

川崎大師ロータリークラブ

小林

勇次／秦

昇二会員

琢二／沼田

直輝
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