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●司　会　　星野祐治ＳＡＡ

●点　鐘　　遠藤悦弘会長

●斉　唱　　「奉仕の理想」伊藤佳子会員

ゲスト紹介　遠藤悦弘会長

第2590地区　第1グループガバナー補佐

奥山繁樹様（川崎幸RC）

会長報告　遠藤悦弘会長

①ロータリー米山奨学生　金勁佑さんが９月に博士課程

を卒業することが決まりました。次週９月５日の例会に

来訪され、その報告をしてくださいます。

②2010-11年度　渡辺年度　ロータリー米山奨学生　喬

禹翔さんが９月に横浜国立大学を卒業、博士号を取得さ

れるとの連絡がありました。おめでとうございます。

③西日本豪雨　被災地への義援金募金について、7月第3

週より8月1日まで募金箱を3回廻さていただきました。

合計52,600円のご寄付をいただきました。翌日8月2日に

地区ガバナー事務所へ送金させていただきました。御協

力ありがとうございました。被災地の1日も早い復興を

お祈りします。

④先週の例会で案内させていただいた「米山梅吉記念館

1人100円募金」は、募金箱を廻させていいただきました

が、ちょうど会員数×100円と同じ4,800円のご寄付をい

ただきましたので、こちらも送金致しました。

⑤8/23クラブ基盤管理委員会Part2に出席致しました。

⑥お大師様に参拝客用にベンチを５客寄贈しようと申請

をいたしました。地区補助金（288,960円）が振込され

ました。クラブの方で7、8万円負担して後日お大師様に

寄贈をしたいと思います。

幹事報告　猪狩佳亮幹事

①回覧　他クラブの例会変更案内　米山秋季例祭参加申

し込みは本日が最終となります。

②会員名簿の校正紙を回覧します。ご自分の記載をご確

認いただき、修正点ない場合→「OK」と大きく記入。修

正点ある場合→修正箇所をわかりやすく赤字で記入して

ください。写真の差替えがある場合事務局にデータをメ

ールしてください。

③9月のロータリーレート1ドル＝112円（8月と同じ）
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④姉妹クラブの佐沼RC様より、活動計画書・会員名簿・

週報をお送りいただきましたので事務局に保管してあり

ます。

⑤本日は、13時に例会終了後、奥山ガバナー補佐をお迎

えして、各委員長に活動計画の発表をしていただきま

す。14時30分頃に終了予定です。最後までのご出席をよ

ろしくお願いします。

メイクアップ

坂東保則会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）林　鶴副会長

第2590地区　第1グループガバナー補佐

奥山繁樹様（川崎幸RC)

クラブ協議会にまいりました。よろしくお願い致しま

す。

牛山裕子会員

１．奥山繁樹ガバナー補佐、本日はご指導よろしくお願

い申し上げます。

２．高良明PGの御著書「凡太の奉仕経営物語」は読みご

たえあります。第１日ファイヤーサイドミーテイングま

でに「会員増加」に関するページをお読みください。

猪狩佳亮幹事

奥山ガバナー補佐、本日はご指導よろしくお願いしま

す。

会員の皆様、本日は長時間となりますが、最後までご出

席よろしくお願いします。

鈴木昇二副会長

奥山ガバナー補佐、ようこそおいで下さいました。ご指

導宜しくお願い致します。

遠藤悦弘会長

奥山ガバナー補佐、本日はお忙しい中をありがとうござ

います。本日はよろしくお願いを致します。

本日のニコニコのテーマ

「第１グループガバナー補佐

　奥山繁樹様　ようこそお越しくださいました。

　本日はご指導宜しくお願い致します。」

鈴木幹久会員、布川　浩会員、中村眞治会員

大藪善一会員、出井宏樹会員、林　　鶴会員

竹中裕彦会員、伊藤佳子会員、横山俊夫会員

水口　衛会員、星野祐治会員、野澤隆幸会員

松井昭三会員、船木幸雄会員、細谷重徳会員

宮山光男会員、秦　琢二会員、内田省治会員

工藤和弘会員、大﨑克之会員、岩井茂次会員

磯田　稔会員　　　　　　　　合計35,000円

委員会報告

クラブ研修委員会　牛山裕子委員長

第1回ファイヤーサイドミーティングのお知らせです。

テーマは「クラブの未来を語ろう」今年度は３回ファイ

ヤーサイドミーティングを開催予定です。

シリーズでいきたいと思います。

第1回目サブテーマ「会員増強」退会防止もよびたいと

思います。クラブを４つにわけて４つのグループでいた

出席報告　　　　　　　　　　　　伊藤佳子出席委員長
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します。本日決まっていない会場が２つあります。会場

が決まり次第今月中に皆様にご案内を申し上げます。

開催日は9月18日、9月20日、9月21日、9月25日。いずれ

も18：00～です。

ローターアクト・ローターアクト委員会　布川浩委員長

①9/9（日）アクトの日を開催します。「これからの防

災」をテーマに講演とワークショップを行います。

川崎大師RACと横浜南RAC協同で担当します。場所は東神

奈川で13時～です。

②9月第一例会ですが川崎競馬場内にてバーベキューを

開催します。9/11（火）19：00～です。

ご家族の参加も大歓迎です。小学生までは無料の予定で

す。回覧を廻しますので出席の方は丸をつけてください。

③新入会員が1名入会しました。少しずつ増員をしてい

きたいと思っています。

●閉会宣言並びに点鐘　遠藤悦弘会長

川崎大師ロータリークラブ　各委員会活動計画報告
司会　遠藤悦弘会長

2018-19年度　各委員長より活動計画の発表が行われま
した。※内容は活動計画書をご覧ください。

ガバナー補佐講評　ガバナー補佐　奥山繁樹様

期首資料を見せて戴いて第一印象はずいぶん委員会の多
いクラブだなと思いました。
ここで5回目のクラブ協議会ですがこういう形で例会の
中でやられているところもありましたが、多くは例会が
終って後からというところで、一番少ない出席者はCLT
が進んでいるのでしょうが、マリーンさんが9名、それ
にオブザーバが３名くらいの12～13名くらいの参加でし
た。それぞれのクラブの特徴があるでしょうが、委員会
数が多いなというのが最初の印象です。
遠藤会長、2回目ご苦労さまです。2回目の会長をされて
いるところは他のクラブにもあるようですが、18年前と
いうと新しい会長という感じでしょうけれど、4・5年し
てすぐまた会長されるところは新鮮味がないというか、
会長がだらけてしまうというかそういうことを感じまし
た。
猪狩幹事は4年目の幹事。これもまたずいぶん早いとい
う感じがしますがそれだけの能力があるんだなと思いま
す。頑張って下さい。お願い致します。
会計の坂東さん、今日は来ていませんが、昨日一緒の会
で他の用事でいけませんからという話をいただきました。
会計計画どこのクラブも一杯一杯でやっているのが現状
です。
先ほど牛山さんにもお見せしましたが第1グループ7グル
ープで、この川崎大師さんが一番年会費が安いんです。
30万円というのが一番安いんです。それで例えば私が所
属している幸RCは36万円約二割高いんです。この会費の
ことはいつも話題に上るんです。会費が安いから増強に
貢献するかというとあまりそういうこともない話をして
いました。30万円くらいが一番良いんではないかと思い
ます。場所の関係でそれではできないところもいっぱい
あるわけです。
SAA星野さんの格調高く、品格ある例会運営、これがま
さに一番良いことだと思います。実は何度か私もメイキ
ャップにきた事がありましたが食事は楽しみですよね。
他のクラブではこういう食事は出ないですよね。川崎大
師に来るとお肉や魚を使ってない食事が出来るというこ
とが特徴でしょうからぜひこれは続けて頂きたいなと思
います。
クラブ幹事、出席、実は川崎RCは創立以来今も100％の
出席を続けているんです。今年の地区大会の中でガバナ
ー補佐の時間がありそこで川崎RCにどうして100％が続
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日時：平成３０年９月１２日㈬は
　　　通常例会です。

ガバナー公式訪問

日時：平成３０年９月１９日㈬は
　　　定款諸規定に則り

です。

です。

布川　浩／秦　琢ニ／船山　佳則／森田　尊久
クラブ
会　報
委員会

休会

けられるのかということを話してもらおうかと思ったの
ですが、地区大会では少し地味だということで拒否され
てしまいました。出席委員、事務局さんも含めてずいぶ
ん苦労されているようです。100％をしていただくには
欠席者にうるさく連絡をしたり、最近若い方はインター
ネットでメーキャップされているようで、前はよく川崎
RCのかたがメーキャップに来られましたが、ちょっと減
っているというのはそういう事もあるようです。インタ
ーネットでメイクアップされているという話をききます。
会員増強、15年前私がちょうど幹事をやっていた時にち
ょうど100人会員にするんだと当時の会長さん、幹事さ
んいつも会長幹事会の中で張り切っていました。すごい
なと思ってみていましたが、無理もしているかなとその
時思ったこともありました。なかなか100人というメン
バーを、以前は川崎RCも100人おられましたがかなり会
社の方もおられましたよね。一般の方で100人集めるの
は大変だなという気がしていましたがもう既に10人ほど
の候補者があがっているということですから、ぜひ頑張
っていただいて地区の参考になる増強をしていただきた
いと思います。
会員選考と職業分類ですがクラブによって偏りがどうし
ても出てしまいます。未充填の部分がでるところがあり
ます。ここ川崎大師さんの特徴は宗教系の方が多い訳で
すし、うちの会員の中でもだれか仏教系、信徒の方がお
られませんかということが、色々苦労はしていますが、
今はずっといないんです。逆に私たちの方はお医者さん
が３人入っておられます。お医者さんがはいってくると
「またお医者さんが呼んでこようかな」という話をされ
ています。
クラブ研修です。ファイアーサイドミーティング、私た
ちの方は家庭集会という名前でやっています。年間３回
くらいやってそこでいろいろ情報交換するというのは重
要だと思います。これもこのクラブ独特のものでしょう
か？規定委員会があるんですね。３年に１度の規定審議
会を見過ごして自分のクラブの会則やそれに生かされて
いない会員もあるみたいですがこういう委員会があると
そういうところの見落としがなくなりきちっとやってい
けるのではないかなと思っています。
プログラムはどこの会でも私が委員長をやった時も結構
大変でした。１回卓話予定者が都合で来られなくなって
急遽他の人に卓話者を変えたというのこともありました。
地区では卓話バンクを利用して下さいという話がありま
したね。60人位が登録されているみたいで、中央RCでも
お二人くらい登録されているという話をされていました。
雑誌広報ですが、何年か前にロータリーの友に川崎大師
さんが取り上げられていましたね。あのとき良いクラブ
だなと思いました。ロータリーの友の精読というのは卓
話の中でやられている。こういうのも良い企画だなと感
心致しました。
クラブ会報、これは卓話の原稿おこしが最善で、私も若
いときに我々の会は金曜日ですから土曜日を使って一生
懸命やった記憶があります。私の幸RCでは卓話のおこし
はしていないです。インターネットで音声でクリックす
ればきけるというようなかたちにしています。それも時
代でしょうがないかなと思っております。
この会は副会長が2人ということで初めてききました。2
人でいろいろ役割分担さ70歳以上ということですから、
私も資格がある。本来なら入れて戴けるのですが、なか
なか年配の方でいろいろ委員会をしていくのもいいんだ
なと感心致しました。
フォローアップ委員会の中村さんもやはり入会三年未満
の方にいろいろ、研修委員会とダブル部分もあるんでし
ょうかね。ロータリー情報をしていこうという話だと思
いますがよろしくお願いします。
年忘れ家族会、このために委員会があるんですね。親睦
委員会のなかではなく、これもこの会の特徴だと思いま
す。
同好会も委員会になっているんですね。我々も同好会は

勿論ありますが委員会ではないのでクラブからの補助の
ようなものはありません。本当の同好会です。
未来計画、これは各会によっていい方が少し違うんです
ね。地区では戦略委員会とかいってます。我々の会では
長期計画というかたちでクラブ全体を見て会員増強から
会の在り方とか色々なことをみて計画検討していくとい
う委員会です。これが今非常に地区でも戦略委員会が重
要視されている気がします。
職業奉仕で渡辺さんがおっしゃっているように会員の職
業をよく理解する、お互いに知り合うというのは本当に
重要なことだと私も思います。その中で私も責任者をや
っておりますが、たまたまお仕事をいただいたりという
ことも過去にはありました。そういう形でつながってい
くというのは自然な形で一番良いのかなと思います。
社会奉仕委員会ですが1月に献血運動、駅のところでや
られるんですね。川崎大師のお参りの方が多いからけっ
こうな方が献血をされるんだろうと思います。我々の会
でも幸区民祭の中でやるんですが、どうしてもいっぱい
飲んでしまっている人が多くてやれる人が少なくなって
しまって、「これじゃだめだよ」という話もありました
が、この2・3年また献血していただける人も増えている
ようです。
国際奉仕の財団米山ですね。去年は私共のクラブで交換
留学生をお預かりしていました。タイの学生です。7月
のはじめに帰国しましたが、その帰る時に私の所に来ま
した。川崎幸高校の書道クラブに入っていたんです。そ
の書道の作品をたくさんみせていただきましたが、ずい
ぶんきれいに書けるようになったなと感心致しました。
米山と財団の寄付をやっていれば国際奉仕に貢献してい
るんだよと過去の先輩に言われたことがありました。確
かにそうだなという気がいたします。
姉妹クラブは3クラブやられていてとても大変だなとい
う気がします。去年の45周年の時も姉妹クラブの方も来
られていましたね。良いことだろうと思います。
青少年ですね。ローターアクト復活され本当におめでと
うございます。ありがとうございます。インターアクト
はなかなかこの川崎近辺には私立高校はない、公立です
からなかなかインターアクトは難しいですね。みるとほ
とんどが私立学校のインターアクトみたいですから。川
崎RCの横田会長もおっしゃっていました。やはり私立が
ないからなかなか難しいなと。
また地区研修協議会ご苦労さまです。ずっと以前に我々
の会でもホストクラブをやったことがありましたが、地
区研修協議会も変わってきていますね。形が、その時の
ガバナーにするとその地区研修協議会と地区大会という
のは自分がどうしてもうまくやりたいという大きな希望
をもたれているようですし、川崎大師さんがホストクラ
ブということですからよろしくお願い致します。

謝辞　遠藤悦弘会長
ありがとうございます。それではこれをもちまして委員
会活動計画の報告を終らせていただきます。本日は最後
までありがとうございました。ご苦労さまでした。
ガバナー補佐はお忙しい中、ありがとうございました。


