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●司 会  横山 俊夫 SAA 

●＜点鐘の槌＞引渡し 

 例会開始の点鐘前に、須山直前会長より猪狩会長へ 

 ＜点鐘の槌＞が引渡されました。 

 

●点 鐘  猪狩 佳亮 会長 

●斉 唱  ＜君が代＞＜奉仕の理想＞ 

      ♪須山文夫ソングリーダー 

●特別ゲストの紹介        猪狩 佳亮 会長 

第 2590地区 第 1グループガバナー補佐 

野中 茂 様(川崎ＲＣ)  

 

「ご紹介頂きました野中です。所属は川崎ロータークラ

ブです。牛山さん、１年間お疲れ様でした。本来なら今

日オリンピックの聖火リレーが川崎を通る予定でした。

川崎大師クラブさんには、市川ガバナーの時に地区大会

チャリティーディナーショーで 400 名を超える参加者

を集めて頂いたイメージが強いです。１年間宜しくお願

い致します。」 

●ゲストの紹介    猪狩 佳亮 会長 

株式会社オクト 建設事業本部一括事業部部長 

   北村 太知 様 

米山記念奨学生            江 蕾蕾 様 

「奨学金をありがとうございます。これから１年間皆さ

んと一緒に頑張ります。」 

野中ガバナー補佐より奨学金の贈呈をしました。 

● 来訪ロータリアンの紹介  八尋 匡彦 親睦委員長 

川崎ＲＣ         杉山 信雄 様 

●感謝状と記念品贈呈        猪狩 佳亮 会長 

須山直前会長と八尋直前幹事へ感謝状と記念品を贈呈

しました。 

 

 

第４８期 

会 長 猪狩  佳亮 

副会長 大﨑 克之  

幹 事 竹中 裕彦 

ＳＡＡ 横山 俊夫 

 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～ 

例会場：大本山川崎大師平間寺 金剛閣 客殿 

http://www.kawasakidaishi-rc.com/  

daisi-rc.1973@air.ocn.ne.jp 

 

 

 

第２２６４回（本年度 第１回） 例会 ２０２０年７月１日 －曇り時々雨－

－ 
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●ＲＩテーマプレートの贈呈 

野澤会員と安藤会員より＜ロータリーは機会の扉を開

く＞プレートが猪狩会長へ贈呈されました。 

●奥山 啓寛 様 入会式 

 

・紹介              横山 俊夫 SAA 

株式会社 オクト 常務取締役 職業分類：建設業

1979年 6月生まれ。埼玉短期大学出身でご家族は、奥

様とお嬢様１人。ご自宅は船橋市ですが、会社は幸区

に所在。 

・野中ガバナー補佐よりバッジとネームプレートの授与 

・歓迎の言葉           猪狩 佳亮 会長 

・ご挨拶 

「はじめまして、ご紹介頂きました奥山と申します。

このような会に入会させて頂きまして、いろんな人と

交流して川崎の事とか学んでゆきたいと思います。宜

しくお願い申し上げます。」 

●乾杯            須山 文夫 直前会長 

●食事 信徒課さんと皆さんの安全を考慮し、お持ち

帰りが出来るようお弁当でご用意しました。が、季節

柄出来るだけこの場でお召し上がり下さい。また、コ

ーヒー等のサービスもしばらくの間控えさせて頂きま

すのでご了承下さい。 

●会長報告            猪狩 佳亮 会長 

①RI日本事務局より、2021年台北国際大会の登録受付

が開始されたとのご連絡がありました。日程は 2021年

6月 11～16日（暫定）。 

②ロータリー米山記念奨学会より、事務局対応時間の

短縮についてのご案内を頂きました。 

【実施期間】7月 1日（水）から 7月 31日（金）まで 

【期間中の問い合わせ対応】平日 10:00～17:00 

③ガバナー事務所よりダメゼッタイポスター等送付の

ご連絡をいただきました。ポスターは例会場に張り出

してあります。パンフレットは、来週の例会から受付

に用意します。 

●幹事報告            竹中 裕彦 幹事 

①全世界で通用する会員証を配布させて頂きました。 

②フライング覚悟で役割表を配布させて頂きます。猪狩

年度は皆さまお一人お一人のご協力で成り立ちます。 

③ロータリーの友、カバナー月信第 1号を配布させて頂

きました。 

④例会終了後第 1 回定例理事会を 13 時 40 分よりこの

場所で開催致します。 

●出席報告         中村 眞治 出席委員長 

メークアップ 坂東 保則会員・大﨑 克之会員 

●スマイルリポート       大﨑 克之 副会長 

第 2590地区ガバナー補佐 野中 茂 様 

牛山ガバナー補佐、一年間お疲れさまでした。大師

ロータリークラブの皆様 1 年間、宜しくお願い致し

ます。 

川崎ＲＣ 杉山 のぶお 様 

猪狩会長の離陸を祝って。 

牛山 裕子 会員 

2020-21年度 新年度スタートおめでとうございま

す。出席免除をいただきながら、調整できたので参

りました。ご迷惑にならぬよう例会場外にて参加し

ますので、ご容赦ください。 

宮山 光男 会員 

猪狩年度のスタートを祝して。 

中村 眞治 会員 

１、野中ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました 

２、猪狩丸の出港を祝して 

３、米山奨学生江蕾蕾さんよろしくお願い致します。 

鈴木 昇二 会員 

 会員数 対象者 出席 欠席 出席率 

2264 回 41 39 24 15 61.53 % 

2262 回 43 38 26 12 73.68 % 

前々回の修正メークアップ 2 名・修正出席率  73.68 %  
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RI2590地区ガバナー補佐野中茂様ようこそおいでく

ださいました。ご指導宜しくお願い致します。 

猪狩丸の新しい船出おめでとうございます。コロナ

禍のさなかの船出ではありますが、クラブ一同無事

寄港できますよう舵取り宜しくお願い致します。 

須山 文夫 会員 

猪狩さん 1 年間よろしくお願いします。 

7/1になり全て役職が無くなり楽になりました。 

秦 琢二 会員 

猪狩丸の出航を祝して 

小林 勇次 会員 

大師ＲＣ皆様本年度も宜しくお願い致します。 

竹中 裕彦 幹事                            

①野中ガバナー補佐、ようこそ川崎大師ＲＣへ！ 

1年間ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 

②奥山さん、最若手のご入会おめでとうございます！ 

一緒に楽しみましょう！ 

③野沢さん、安藤さん、ＲＩテーマプレートの件で大

変お世話になりました。 

④横山さん、鈴木昇二さん、布川さん、森田さん、青

山さん、先週は例会場の引越しを手伝って頂き本当

にありがとうございました。 

⑤会員の皆さま、1 年間宜しくお願い致します。 

大崎 克之 副会長 

野中ガバナー補佐、ようこそ川崎大師ＲＣへお越し

くださいました。 

１年間ご指導のほど宜しくお願い致します。 

猪狩 佳亮 会長 

１、野中ガバナー補佐、ようこそお越しくださいまし

た。1年間ご指導をよろしくお願い致します。 

２、奥山さん、ようこそ川崎大師ロータリークラブ

へ！！ 一緒に楽しみましょう！ 

３、この例会場のセッティングにご協力いただいた会

員の皆様、そして信徒課の皆様、ありがとうござい

ました。おかげさまで、明るい例会場ができました 

４、皆様のご協力により、計画は、ほぼ完ぺきです。

あとは１つ１つ実現するのみ。１年間ますますのご

支援をよろしくお願いします。 

本日のニコニコテーマ 

『若き翼の大空への飛翔を祝して』 

遠藤 悦弘  鈴木 幹久  野澤 隆幸 横山 俊夫 

坂東 保則  船木 幸雄  出井 宏樹  松井 昭三 

磯田 稔 八尋 匡彦 布川 浩 大谷 茂 

青山 正彦 各会員 

●委員会報告 

⦿青少年奉仕委員会                 布川 浩 委員 

川崎大師 RAC 7月第一例会のご案内です。7月 7日

(火)19:30～20:30、今回もオンライン例会につき登録

料無しです。今年度三役である元山会長・楠本幹事・

熊倉会計による所信表明を行います。 

参加希望者はローターアクトからのメール内専用フォ

ームに各自登録が必要です。登録方法がわからない場

合は私までご連絡ください。インターネットができる

環境であれば、在宅での例会参加ができますので、お

試しで気軽に参加してみてください。 

⦿地区ローターアクト委員会   布川 浩 副委員長 

地区＜全クラブ合同例会＞のご案内です。日時は 7月

19日(日)13：00～16：30、コロナウイルス感染対策を

考慮してオンラインにて開催とし登録料は無料です。

地区ローターアクトの本年度活動方針と各クラブによ

る 1年間の抱負や活動計画を発表します。また、テー

マごとにグループを分けて意見交換等を行う分科会も

行います。参加希望者は 7月 10日までに「全クラブ合

同例会のご案内」記載の専用フォームから各自登録が

必要です。 

⦿会員増強委員会        出井 宏樹 委員長 

本日 18時～ 恵の本にて増強委員会を開催します。 

会員おひとりが 1人ずつ紹介いただければ 42人増えま

すので、ご協力よろしくお願いします。 

 

～～～ 会長・幹事 就任挨拶 ～～～ 

 

⦿竹中 裕彦 幹事 

この度、安藤年度より 15年ぶりに幹事に就任してし

まいました。宜しくお願い申し上げます。 

今年度、猪狩会長の指針は「Let's PLAY AGAIN」で
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あり、様々な奉仕活動の実践や親睦・交流を深めるこ

とから『ロータリーをもう一度楽しむ』を有形化する

１年になる事と思います。 

川崎大師ロータリークラブは今年度で 48期を迎える

長い歴史と伝統を持つクラブです。その長い歴史の中

において数々の活発な奉仕活動や会員相互の交流を基

礎として成長して参りました。しかし、その伝統的な

活動を継承しながらもクラブ運営は２つの【変化】を

せざるを得ない状況になりました。１つは確定したＣ

ＬＰの導入です。もう１つは不確定なコロナウイルス

感染防止に伴う影響です。この状況下で幹事として、

今まで以上に会員皆さんと連絡を密にとり、風通し良

く丁寧に意思決定を図るよう努めて参りたいと考えて

おります。 

若くてスリムな会長・副会長に小太りのオヤジが貼

りつく三役構図になりましたが、お二人のロングスト

ライドに遅れぬよう短足ピッチ走法で必死について行

きたいと思います。 

41名の会員皆さまのご指導とご協力を重ねてお願い

申し上げます。 

 

⦿猪狩 佳亮 会長 

第 48代会長に就任しました猪狩です。15分では話

しきれないので、詳しくは週報をご覧下さい。原稿に

ないのですが、今日この RIテーマプレートをサプライ

ズで頂き本当にありがとうございます。この例会場も

若い方中心に重い物を運んでセッティングまでして頂

きありがとうございました。コロナが無ければ完璧だ

ったんですが、奉仕委員会・親睦委員会はじめ皆様の

ご協力のお蔭でほぼ完璧な計画ができ、いいスタート

がきれたと思っております。改めまして、1年間益々

のご支援をお願い申し上げます。 

 6月 10日の例会で、急遽、須山会長に 30分お時間

を頂き、大枠のところはお話しさせて頂きました。今

日はその簡単なおさらいをした上で、例会／奉仕／親

睦／増強について、イメージしていることを、時間の

許す限りお話ししたいと思います。 

【前回のおさらい】 

ボルガー・クナーク国際ロータリー会長(ドイツ、ヘル

ツォークトゥム・ラウエンブルグ・メリン・ロータリ

ークラブ)のテーマは、「Rotary Opens Opportunities

（ロータリーは機会の扉を開く）」であること。 

国際ロータリー第 2590地区 吉田隆男ガバナー(神奈

川東ロータリークラブ)の地区方針は、「ためになる魅

力あるロータリー～自分を磨き、品格(高潔性)とクラ

ブの魅力を高めよう～」と示され、10個の重点項目を

挙げられていること。 

 いずれも、ロータリーの基礎となる「例会」「奉仕」

「親睦」などを通じてクラブの、ロータリーの魅力を

実現する、そういった趣旨のものであること。 

 これらを受けて、当クラブの会長指針を「Let's 

PLAY AGAIN」と、コロナ禍でもテンションの上がる

横文字で、「PLAY＝楽しいことをする」ことを目的とし

たものですること。 

 奉仕事業の 1つの目玉として、地区補助金プロジェ

クトとして「ボッチャ」というスポーツを地域に広

め、「共生」を実現する。老若男女、健康な人も障害を

お持ちの方も、高齢者も子どもたちも、同じ場所で 1

つのスポーツを楽しむきっかけをロータリアンとして

提供すること、そして傍観するのでなくロータリアン

自身もその場に入っていき、動くこと。 

 親睦の前半の一大イベントである家族会は、やはり

盛りあげたい、100人以上の方にご出席いただく、と

いう具体的な目標を設けたこと。目標達成のために、

事前に仕掛けを設けたい。「家族会がいかに楽しいか」

をアピールするため、12月より前にも会員家族間交流

ができるイベントを開催したいこと。 

【続き】 

１、例会について 

例会運営については、横山さんに SAAをお願いしたこ

と、その 1点に尽きる。それ以上の説明は不要。 

(１)充実したプログラムを提供する。 

 外部卓話については、近隣クラブに「卓話を聞きに

大師にメイクアップしたい」という卓話を、年に何

回かセットしたい。 

(２)たまには例会場の外(大師地区)に飛び出し、出で
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て奉仕する。大師公園で点鐘 → 清掃活動など 

→ 近隣の飲食店(蕎麦屋)でランチ 

(３)全会員が、演台で全会員に向けて話をする、発表

をする機会を設ける。会員卓話の依頼には、はいか

YESでお返事ください。内容は完全に自由です。堅

苦しい話だけではなくて、趣味や家族のことなど、

なんでも OK。 

(４)恒例の「ロータリーの友精読」も、月替わりでテ

ーマに応じて多くの会員が担当する。 

(５)有事の際にも開催できる「オンライン例会」の実

現可能性について、検討を開始する。クラブ運営の

ＩＴ化については、若手からエイジングの方まで幅

広い世代の方にご意見をお聞きしながら、直面する

課題を拾い上げ、前広に検討を進めていきたい。 

 

２、奉仕活動について 

(１)地域に根差した奉仕活動を中心にする。 

(２)寄付するだけではなく、会員が体を動かして奉仕

する。 

(３)未来を担う地域の子どもたちに、機会の扉を開く

きっかけを提供する。 

(４)高齢者、障がいをお持ちの方など、どんな状況に

ある方でも互いに認め合い、楽しんでもらえるよう

な機会を提供する。 

(５)新しい奉仕活動をいくつか実施予定であるが、今

年度限りにならず、継続的に価値を提供できるよう

な体制(人的関係、クラブ内の理解など)を築き上げ

る。 

(６)中長期的に大師地区においてどのようなニーズが

あり、どのような奉仕活動が求められているのか？

について、情報収集や検討を継続する。 

(３)は、これから新しい案を募って、実現していきた

い。学校教育がコロナの影響を受ける中、なかなか難

しい部分もあると思うが、奉仕委員会はじめ皆さんの

お知恵をお借りしたいと思う。 

 

３、親睦について 

 会員同士がもっとお互いを知り合うため、月 1回は

懇親会又は夜間移動例会を開催したい。そのほか、同

好会、趣味の会、グルメの会など幅広く親睦の場を持

ちたい。特に野澤エイジングプログラム委員長には 

若手も参加しますので活性化して下さいとお願いしま

した。 

 なお、第 1グループ 7クラブ合同ゴルフ大会の幹事

を当クラブがつとめる。春先になりますが、スコアに 

関係なく、多くの方の参加をお願いしたい。 

 八尋直前幹事に親睦委員長をお願いした。先週のお

話を聞くと、1年間結構大変だったようなので、いま

こそ、暴れて頂きたい。 

 

４、増強について 

 詳しくは本日 18時、恵の本で委員会を開催します。 

今日もそうだが、新しいメンバーを迎えると、クラブ

が華やぐ。数値目標はありませんが、敢えて言えば青

天井です。一応設ければ、おひとりが 1人ずつ紹介頂

ければ 42人増えますので 84としましょう。 

 7月 1日の夜に委員会を開催することの意味を、肌

で感じて頂きたい。 

１年間よろしくお願い致します。 

 

●閉会宣言並びに点鐘       猪狩 佳亮 会長 

 

 

 

   2020年 7月 15日(水)は会員卓話です。 

イニシエーションスピーチ 

青山 正彦 会員と奥山 啓寛 会員 

  クラブ会報委員会 横山 俊夫 青山 正彦 竹中 裕彦



川崎大師ロータリークラブ 週報 第１号            ２０２０年０７月０１日 発行   6頁 

 

 

Rotary Opens Opportunities ロータリーは機会の扉を開く 2020-21年度 国際ロータリー第 2590地区 

 


