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●司　会　　星野祐治ＳＡＡ

●槌の引渡し　　岩井茂次直前会長

●点　鐘　　遠藤悦弘会長

●斉　唱　　「国歌斉唱」「奉仕の理想」

　　　　　　　　　　　　　　森田尊久ソングリーダー

特別ゲストのご紹介　遠藤悦弘会長

第2590地区第一グループ　ガバナー補佐　奥山繁樹様

川崎ＲＣ会長　　　　　横田圭二様

　　〃　幹事　　　　　高橋省吾様

川崎南ＲＣ会長　　　　布川悟史様

　　〃　　幹事　　　　石村久恵様

川崎幸ＲＣ会長　　　　久保義人様

　　〃　　幹事　　　　村木　緑様

川崎中央ＲＣ会長　　　渡部典行様

 　　〃　　 幹事　　　安東仁志様

川崎マリーンＲＣ会長　三野公一様

 　　　〃　　　 幹事　林　伸彦様

新川崎ＲＣ会長　　　　川村拓矢様

　　〃　　幹事　　　　井上和久様
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御挨拶　　　　第2590地区第一グループ　ガバナー補佐 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥山繁樹様

川崎幸RCの奥山です。1990年に幸ロータリークラブに入

会しました。

今年の10月で丸28年になります。当時のガバナーは桐蔭

学園の鵜川 昇先生でした。

最初の地区協議会に新会員として出たのは桐蔭学園で行

われた地区協議会でした。緊張したのを今でもよく覚え

ています。会長年度は大藪さんと同じ時にお世話になり

ました。ありがとうございました。

川崎大師RCは幸RCとチャーターナイトが一緒、ちょうど

に出会ったと聞いております。その時川崎中RC、川崎多

摩RCも一緒だったと聞いております。川崎幸RCにはもう

チャーターメンバーはいません。名誉会員では橋瓜先生

がおられますが、本当の意味でのチャーターメンバーは

いなくなりました。この大師RCには寺尾さん、布川さん

がおられるということでうらやましいなと思っていま

す。昨日川崎南RCの新布川会長から大師の布川さんがお

父さんで、弟さんもこの会に所属されているということ

を初めて聞きました。すごいなと思いました。

今年度の国際RCの会長は当初オーストラリアのイアン・

ライズリーさんが予定されていましたが急逝されバリ

ー・ラシンさんが就任されました。バリー・ラシンさん

はバハマ国の出身です。キューバの右上、フロリダの下

で700位の島からなる国のようです。コロンブスが最初

に上陸したということで有名なようです。国としての人

口は約35万人です。そこからRIの会長がでたというのは

すごい気がします。私には縁がないですが最近はバハマ

文書で有名な国のようです。

テーマは「インスピレーションになろう」です。

2590地区のガバナーは金子大さん。横浜中RCの所属で

す。1946年8月１日生まれです。私と同学年で親しみを

感じています。横浜学院の理事長、学院長をされていま

す。

2016-17年度に第6グループのガバナー補佐をされまし

た。テーマは「それぞれが輝くロータリー　自らの行動

でクラブの可能性を拡げよう」。公式訪問の時にその辺

のテーマについての詳しいお話があるかと思います。

これからの年度、遠藤会長、猪狩幹事さんはじめ第１グ

ループ７グループの皆様にはいろいろ相談しながら今年

のRC活動が少しでも記憶に残る年になればいいなと思っ

ております。１年間よろしくお願いします。

近隣クラブ代表挨拶

川崎ＲＣ会長　横田圭二様

７月も入りまして、第１週の水曜日ということで、国際

ロータリー2590地区第１グループ奥山繁樹ガバナー補佐

と第１グループ会長・幹事の皆様と一緒に表敬にうかが

いました。お世話になります。宜しくお願いします。

川崎大師RC様におきましては、今年2月45周年記念式典

を開催されたということで、私共の前年度の田辺・岩澤

がお祝に出席しましたし各クラブこぞってお祝を申上げ

たところです。更に本年度は4月の予定とされています

地区研修・協議会のホストクラブと聞いております。大

役だと思いますが大師クラブの会長幹事はじめとして全

面的に協力させていただきますので、宜しくお願い申上

げます。

川崎大師RC様は各会の代表する会員の皆様がたくさんい

らっしゃいます。私も知人がたくさんいます。大変素晴

しいクラブと認識しています。2590地区においても第１

グループのロータリー活動においても様々な場面でいろ

いろお世話になると思います。１年間どうぞよろしくお

願い申し上げます。

遠藤丸がいよいよ出航ということで、遠藤会長、こちら

のクラブは副会長がお二人ということは、先ほどきいて

びっくりしたところですが、鈴木昇二副会長、林鶴副会

長、猪狩幹事とまたご出席の皆様のご健勝を心から祈念

申し上げると共に第１グループの会長幹事と一緒に皆様

方の川崎大師RCの今後の益々の発展をご祈念申上げ表敬

のご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとう

ございます。
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感謝状および記念品の贈呈　遠藤悦弘会長

岩井茂次直前会長、船木幸雄前副会長、秦　琢二前幹事

遠藤年度スタートを祝して　乾杯　岩井茂次直前会長

奥山ガバナー補佐はじめ第１グループの会長幹事の皆様

ようこそおいでくださいました。

無事新年度に引渡しできたところです。本日遠藤丸出航

いたしました。１年間無事の航海を祈念致しまして乾杯

でご唱和ください。遠藤丸の無事の出航を祈念して。

会長報告　遠藤悦弘会長

１．ガバナー事務所よりお礼状が届いております。

　ご紹介させていただきます。

　

　川崎大師ロータリークラブ会長、幹事殿

　国際ロータリー2590地区ガバナー　湯川孝則

　地区幹事　倉知恒久

拝啓　貴クラブ益々ご隆盛のこととおよろこび申し上げ

ます。

さて、私たちは2017-18年度国際ロータリー第2590地区

ガバナー、地区幹事としての任務を本日をもちまして無

事終了することができました。これもひとえに地区内ク

ラブの会長幹事各位を中心とした全ロータリアンのご支

援とご向上によるものと深く感謝申し上げます。

私共にとってこの年度はイラン・HSライズリーRI会長に

よる国際ロータリーのテーマ「ロータリー：変化をもた

らす」のもと皆さまと共に奉仕が出来た思い出深い年で

ありました。

これからは在任中の経験を活かし横浜西ロータリークラ

ブの一会員として奉仕活動に専念する所存です。皆様に

おかれましては今後ともロータリーの奉仕活動にご精進

下さいますようご期待申し上げ、貴クラブの益々の御発

展を祈念しつつ略儀ながら書面をもってご挨拶といたし

ます。ありがとうございました。

　

２．2018-19年度地区補助金プロジェクト

「川崎大師境内に参拝者用ベンチの設置」プロジェクト

が承認

３．7月国際ロータリー為替レート　１ドル＝110円

４．地区各クラブ委員長会議・セミナーの日程が一部変

更になりました。

５．7/9地区増強セミナー　横山増強委員長　遠藤会長

出席予定。

６．7/19クラブ基盤管理委員会Part１には遠藤会長、鈴

木昇二副会長出席予定。
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出席報告　　　　　　　　　　　　伊藤佳子出席委員長

2191回

2189回

４８

５３

４１

４４

３１

３０

１０

１４

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3 75.00

75.61

68.18

％

％

％

修正出席率

幹事報告　猪狩佳亮幹事

１．近隣各ロータリークラブから例会変更案内がきてい

ます。ご活用ください。

川崎南RC：7/31夜間移動例会（横浜中華街　萬珍楼）な

ど他のグループ含めてあります。

２．配布物　４点（ガバナー月信７月号、ロータリーの

友７月号、本年度の会員証、岩井年度最後の臨時理事会

議事録）、４月地区研修・協議会出席の方には報告書。

ロータリーの友精読がありません。今月から詰め将棋の

企画が入っています。ぜひそこも含めてお読みいただけ

ればと思います。

３．7月25日暑気払い移動例会　食道園　午後６時点鐘

４．会費納入の案内（郵送）7/2発送

５．本日第1回定例理事会を例会終了後13時45分より地

下会議室で行ないます。出席義務者の方はご出席お願い

します。

メイクアップ

横山俊夫会員、矢野清久会員、小林勇次会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）林　鶴副会長

一年間よろしくお願いします。

2590地区第一グループガバナー補佐

奥山繁樹殿（川崎幸RC）

表敬訪問に参りました。遠藤丸の出航をお祝します。

１年間宜しくお願いします。

川崎ＲＣ会長　　横田圭二様

　　　　幹事　　高橋省吾様

遠藤丸の船出おめでとうございます。

本日は表敬訪問に参りました。どうぞ宜しくお願い致し

ます。

　　　　

川崎南ＲＣ会長　　布川悟史様

　　　　　幹事　　石村久恵様

本日は、表敬訪問で参りました。遠藤会長、猪狩幹事を

はじめとする川崎大師ロータリークラブの皆様には日頃

より大変お世話になっております。今後ともどうぞよろ

しくお願いします。

川崎幸ＲＣ会長　久保義人様

　　　　　幹事　村木　緑様

遠藤丸の船出を祝し、表敬に参りました。会員の皆さま

のご多幸をお祈り申上げます。

一年間よろしくお願い致します。

川崎中央ＲＣ会長 渡部典行様

 　　　　　 幹事 安東仁志様

本日は宜しくお願い致します。遠藤会長、猪狩幹事の本

年度ご活躍と川崎大師RC様、更なるご発展、心より祈念

しております。

川崎マリーンＲＣ会長 三野公一様

          　　　幹事 林　伸彦様

新年度表敬訪問に参りました。

遠藤会長、猪狩幹事をはじめ川崎大師RCクラブの皆様の

御発展を心より祈念申し上げます。

一年間宜しくお願い申し上げます。
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新川崎ＲＣ会長　川村　拓矢様

　　〃　　幹事　井上　和久様

本日は表敬訪問に参りました。

遠藤丸の無事な航海と貴クラブのますますのご発展を心

より祈念申上げます。

遠藤会長、猪狩幹事、会員の皆様一年間よろしくお願い

致します。

宮山光男会員

遠藤年度のスタートを祝して

猪狩佳亮幹事

①幹事になってしまいました。１年間よろしくお願い致

します。

②奥山ガバナー補佐　第１グループ各クラブの会長、幹

事の皆様　ようこそいらっしゃいました。

大師ロータリークラブの例会をお楽しみください。

鈴木昇二副会長

第2590地区　第1グループ　ガバナー補佐　奥山繁樹様、

今日はご指導宜しくお願い申し上げます。

川崎RC、川崎南RC、川崎幸RC、川崎中央RC、川崎マリー

ンRC、新川崎RCの会長・幹事様表敬訪問有難うございま

す。

遠藤会長以下、会員一同一丸となりクラブ活動をしてま

いりますのでご指導・ご鞭撻よろしくお願い申し上げま

す。

遠藤悦弘会長

奥山ガバナー補佐はじめ、近隣クラブの会長・幹事様、

表敬訪問有難うございます。

会員皆様に、本年度１年よろしくお願い致します。

本日のニコニコのテーマ

遠藤丸の出航を祝して。

出井宏樹会員、船木幸雄会員、横山俊夫会員

星野祐治会員、中村眞治会員、岩井茂次会員

林　鶴副会長、須山文夫会員、八尋匡彦会員

牛山裕子会員、鈴木幹久会員、内田省治会員

小林勇次会員、矢野清久会員、坂東保則会員

秦　琢二会員、布川　浩会員、工藤和弘会員

大藪善一会員、竹中裕彦会員、伊藤佳子会員

磯田　稔会員　　　　　　　合計　115,000円

就任挨拶

遠藤悦弘会長就任挨拶

今年度会長を務めさせて戴きます遠藤です。

今年１年私なりに一生懸命務めさせて戴きますのでどう

ぞよろしくお願いを致します。

私は会長が２回目となるのですが、前回が2000年～2001

年の会長だったので、今から18年前となります。その時

はどんな状況だったかはほとんど覚えておりませんで、

覚えているのは、会長を務めたことがある程度で、今回

会長に就任するにあたっては何の役にも立たない状況で

す。

会長を終了して7年後には指名委員長をやるわけですが、

何故か私は３年連続でやることになってしまいました。

なぜかと申しますと指名委員長をやると翌年には無罪放

免となるのですが、その間に会長経験者が退会をすると

７代さかのぼった会長経験者が指名委員長になるので、

引き戻されて、再度委員長になるのですがそれを繰り返

されて３年連続で委員長を経験したわけであります。

その時、会長を受けて貰いたいと会員に対しての決まり

文句は「ロータリーでは指名をされた場合は断ってはい

けない」というルールがあるんだと言って、説得をして

おりましたので「自分の時は別だよ」とは言えず渋々で

はあるのですが受けざるを得なかった訳であります。な

ぜかといいますと今回の指名委員長は正に私が最初に会

長に指名をした会員で、私なら断ることが出来ないこと

を、百も承知で私を指名したのではないかと思われます。

まさか私に２回目の会長指名が下るとは夢にも思ってお

りませんでしたので、私も驚きましたが、会員皆様も２

回目の会長には驚かれたのではないかと思われます。

次年度の会長エレクトには須山さんという40歳代の若き

エースが登場します。今年度はたまたま会長選出がうま

くいかなかったので、指名委員会が身近なところでつな

ぎの投手として私を駆り出したのではないかと思ってお

ります。そんなことで本命は次年度なので、今年は平穏

無事に切り抜けて次年度にバトンタッチが出来ればよい

かなと思っております。

そこで今年は、当クラブとしてはすでに奉仕事業は沢山

行っておりますので、新しい事業はやめて、以前からの

事業を選別し継続事業として行っていこうと考えており

ます。しかしただ単に継続事業として行っていくのでは

なく、そこでその事業が行われた原因等を考え、再確認

した上でその事業を行っていきたいと考えております。

当クラブでは一時は100名を超す会員で賑やかに活動を

行っておりましたが、現在は50名を割るようなメンバー

しかおりません。会員も少なくなって覚えられる範囲の

会員しかおりませんので、会員同士がもう少し深く係わ

りあって元気な活き活きとしたクラブを取り戻していき

たいと考えております。

私はクラブターゲットを「クラブライフをエンジョイし

よう」と掲げ会員同士の融和を目的にファイアーサイド
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受付というのは、大師ロータリークラブの「顔」です。

ベテラン若手入り混じって、協力し合いながら受付とい

う１つの業務に取り組むことによって、ベテラン若手間

の人間関係が醸造されるし、ロータリーについて会話も

弾む機会になるのではないかと思います。

若手と交流を持ちたい、というご年配会員のご意見に接

することがあります。逆もまたしかり。

しかしよくよく考えてみれば、６０分の例会内で、フリ

ーに会話ができる時間というのは、せいぜい10分です。

しかもその10分は食事タイムになり、結局交流を深める

ほどの会話をすることは、なかなか難しいのが現実では

ないでしょうか。

「クラブライフをエンジョイしよう」というスローガン

は、二字熟語に置き換えれば、第一義的には「親睦」な

のだろうと思います。受付という、何気ないけれども重

要な業務を通じて、親睦の輪が広がることを期待したい

と思います。

③また、ゲスト・来訪ロータリアンがいらっしゃいまし

たら、大いなる歓待のお気持ちでお迎えいただきたいと

思います。来訪ロータリアンにとって、大師の例会にメ

イクしてよかった、と満足してお帰り頂ける雰囲気づく

りに、ご協力をお願いしたいと思います。

以上、幹事就任あいさつとさせていただきます。１年間

よろしくお願い致します。

林　鶴副会長就任挨拶

　今年度遠藤悦弘会長、猪狩佳亮幹事の下、鈴木昇二さ

んと副会長を務めさせて頂くことになりました。

本委員会は、9つの委員会（規定、プログラム、雑誌広

報、クラブ会報、出席、会員増強、会員選考、職業分類、

クラブ研修）から構成されています。委員会の方向性と

して、会長スローガン『　クラブライフをエンジョイし

よう　』をテーマとし、クラブ内融和を重点項目として

いきたい。に添った委員会運営を行いたいと思って居り

ます。

　一年を通し楽しみながら、融和を図り、魅力あるクラ

ブ作りを目指す所存ですので、会員皆様方のご理解と、

ご協力をお願い申し上げます。

●閉会宣言並びに点鐘　遠藤悦弘会長

近隣クラブの皆さまありがとうございました

本日の例会を閉会させていただきます。

の開催、同好会の開催、エイジング委員会の開催等積極

的に行ってクラブ奉仕これを第1に考えてやっていきた

いと思っています。

今年度の幹事をお願いした猪狩さんは、私の娘より４歳

年下であります。今年度はこの親子どんぶりで頑張って

行きたいと思っておりますので、皆様にはこれからの１

年間よろしくご協力戴きますよう、お願いを致します。

それと、本日お見えの奥山ガバナー補佐をはじめ、近隣

クラブの会長、幹事さんにも今年一年宜しくお願いを致

しまして、挨拶とさせて戴きます。ありがとうございま

す。

猪狩佳亮幹事就任挨拶

第46代幹事に就任しました。

遠藤年度のスローガンは「クラブライフをエンジョイし

よう」です。皆さん、今日の例会エンジョイしていただ

いてますでしょうか？　個人的には幹事はエンジョイし

ている余裕などないと思いますが、皆さんに少しでもエ

ンジョイしていただけるよう、皆さんがニコニコしてい

ただけるよう、細かいところで仕掛けをしていきたいと

思います。

幹事なのにそんなことも知らないのか、幹事なのにそん

なことも出来ないのか・・・幹事なのに、の枕詞は、今

年に限ってはぜひ我慢していただき、１年間温かい目で

見守っていただきますよう、よろしくお願い致します。

①事務局を通じて、メール、またはFAXで、様々なご連

絡を差し上げることがございます。連絡・案内が届きま

したら、何でもいいのでリアクションをお願いしたいと

思います。欠席なら欠席でもいいんです。

そうしたご案内は、中には事務連絡もあるものの、多く

は担当理事や委員長が一生懸命、わくわくしながら企画、

起案して、皆さんに楽しい情報を届けたい、と思って発

信しているのがほとんどではないかと思います。何もお

返事をいただけないと、一方通行で寂しいですし、体調

でも悪いのかな？と心配にもなってしまいます。ぜひ、

案内文にお目通しをいただくこと、何かしらのお返事を

いただくことへのご協力をよろしくお願い致します。

②例会運営へのお力添えに、ご理解とご協力をお願いし

たいと思います。

もちろん、主たる例会準備は本来、三役とSAAなど執行

部によってなされるべきものですが、すべてを見渡すに

は限界があります。

受付は、今年も親睦委員会の発案のもと、月ごとに担当

を決め輪番制が採用されるようです。前年度も月ごとの

担当者が決められていましたが、事実上輪番表どおりの

運用はなされず、受付に立っているメンバーはほぼ固定

化され、会長やSAAが受付に立たざるを得ない時間帯も

まま見受けられました。

日時：平成３０年７月１８日㈬は

　　　通常例会です。

　　　「第1回クラブ協議会」です。

布川　浩／秦　琢ニ／船山　佳則／森田　尊久
クラブ
会　報
委員会


