
川崎大師ロータリークラブ 週報 第 5号            ２０２０年０８月０５日 発行   1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 

  

 

 

 

 

 

●司 会              横山 俊夫 SAA 

●開会宣言並びに点鐘       猪狩 佳亮 会長 

●斉 唱  ＜君が代＞＜四つのテスト＞ 

      ♪横山 俊夫ソングリーダー 

●ゲストの紹介          猪狩 佳亮 会長 

日本舞踊舞川流        家元 舞川 扇彩 様 

米山記念奨学生            江 蕾蕾 様 

 

●入会祝い         八尋 匡彦 親睦委員長 

遠藤 悦弘 会員 1987.08.05 

内田 省治 会員 2013.08.21 

大﨑 克之 会員 2014.08.27 

●奥様の誕生祝い      八尋 匡彦 親睦委員長 

須山会員 奥様 由美子様 

●会員の誕生祝い 

鈴木 幹久 会員 野澤 隆幸 会員 船木 幸雄 会員 

工藤 和弘 会員 大谷 茂 会員 

●会長報告            猪狩 佳亮 会長

① ロータリー米山記念奨学会より、牛山様宛に｢米山

功労者第 20 回メジャードナー感謝状｣とメジャード 

 

ナーピンバッチが届きましたのでお渡ししたいと思い

ます。 

 

② 地区より 2022 年度規定審議会「制定案」と 2021 年

度決議審議会「決議案」の提出についてご案内が届き

ました。ご意見ある方は会長までお知らせください。 

③ 7 月 28 日(火)午後 3 時～ ソシア２１にて、地区

主催｢ためになる魅力あるロータリーセミナー」に出席

しました。研修、拡大･増強、クラブ奉仕、公共イメー

ジ、ロータリーの友 の各テーマについて、各クラブ

会長が指名され意見を述べる形式で、様々な議論が交

わされました。当クラブのロータリーの友精読につい

 

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２２６８回（本年度 第５回） 例会 ２０２０年８月５日 －晴れ－ 
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て紹介したら、大変ほめられました。 

④ 7 月 15 日例会終了後に、新旧三役にて、藤田貫首

へご挨拶を行いました。 

⑤ 先週実施した暑気払い移動例会に、事務局大家さん

石井様よりお祝い金を頂戴しました。石井様は、直前

になって急用が入ったとのことで、残念ながらご欠席

となってしまいました。お受け取りするわけにはいか

ないと思いお断りしたのですが、”一度出したものは引

っ込めるわけにはいかない”ということでした。次の機

会には、より一層心を込めてお迎えしたいと思います。 

⑥ 7 月 22 日に、須山直前会長がガバナー事務所にフ

ェイスシールド 3 箱を取りに行って来て下さいました。 

⑦ 日本郵便株式会社より、｢日本のロータリー100 周

年｣記念切手が発売されます。発行日は 9 月 18 日、１

シート 10 枚の 84 円切手に、6 つの重点分野が表現さ

れた、あざやかなデザインです。全国の郵便局、郵便

局ネットショップ等でお買い求めください。 

●幹事報告            竹中 裕彦 幹事 

① 8 月の例会案内。19 日は野中ガバナー補佐をお迎

えして、今期の活動計画を説明するクラブ協議会です。

2 時半頃までスケジューリングをお願い致します。26

日は須山年度の決算報告と当クラブ 50 期の会長選出

方法を諮問する第 3 回クラブ協議会です。そして 9 月

2 日は吉田ガバナー公式訪問と続き、非常に重要でハ

ードな期間に突入します。それ故に、次週 12 日は体力

をつけて頂く為休会です。間違って暑い中お越しにな

ってＨＰを減らさないようにご注意下さい。 

② 事務局の夏季休暇 8/11～14（8～16）急ぎの場合

は会長・幹事までご連絡下さい。 

③ 8 月のロータリーレート ＠105 円 

④ 配布 ロータリーの友 8月号,カバナー月信第2号。 

⑤ 第 2 回定例理事会案内 例会終了後 13 時 40 分開会 

●出席報告         中村 眞治 出席委員長 

メークアップ 秦 琢二 会員・星野 祐治 会員 

メークアップ 

 野澤 隆幸 会員・秦 琢二 会員・大谷 茂 会員 

●スマイルリポート       大﨑 克之 副会長 

野澤 隆幸 会員 

暑さの折充分にお気を付け下さい。誕生祝ありがとう

ございます。 

大﨑 克之 副会長 

① 舞川扇彩様、ようこそ川崎大師ＲＣへ。例会をお楽

しみ下さい。 

② 暑気払い移動例会ご参加の皆さまありがとうござ

います。美味しいお肉と皆様との楽しい時間を堪能し

ました。 

竹中 裕彦 幹事 

① 舞川扇彩様、ようこそ川崎大師ＲＣへお越し下さい

ました！クラブの雰囲気を肌で感じて頂ければ幸いで

す。 

② 江さん、暑気払い移動例会に出席ありがとうござい

ました。楽しめましたか？ 

③ 今期初登場、水口委員長。「友」精読宜しくお願

い致します。 

猪狩 佳亮 会長 

① 舞川扇彩様、ようこそ川崎大師ロータリークラブへ

お越しくださいました。ロータリーの雰囲気をご体感

ください。 

② 先週の暑気払い移動例会にご参加の皆様、お疲れ様

でした。やっぱり夏は、お肉ですよね。直前まで開催

に向けて、綿密な調査と白熱した議論を重ねてくださ

った八尋親睦委員長、三役の皆様、ありがとうござい

ました。 

③ ロータリーの友精読 シーズン 6(6 年目)がいよい

よ今日、開幕です。今年の精読は、水口委員長を中心

に、たくさんの会員に精読していただくのがテーマで

 会員数 対象者 出席 欠席 出席率 

2267 回 42 38 16 22 42.10 % 

2265 回 42 40 27 13 67.50 % 

前々回の修正メークアップ 2 名・修正出席率 72.50 %  

 会員数 対象者 出席 欠席 出席率 

2268 回 42 39 27 12 69.23 % 

2266 回 42 40 25 15 62.50 % 

前々回の修正メークアップ 3 名・修正出席率 70.00 %  
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す。どうぞ、ご協力ください。 

 

本日のニコニコテーマ 

『来た来た来た～、夏が来た～！』 

鈴木 幹久 炭谷 博功 岩井 茂次 鈴木 昇二    

伊藤 佳子 秦 琢二 牛山 裕子 出井 宏樹 

内田 省治 松井 昭三 星野 祐治 布川 浩 

工藤 和弘  青山 正彦 奥山 啓寛  各会員 

●委員会報告 

⦿青少年奉仕委員会       星野 祐治 委員長 

 

昨日のアクトオンライン例会、会長、幹事、牛山さん、

布川さん、鈴木昇二さんご出席ありがとうございまし

た。次回例会もオンラインで 18 日に行います。まだ内

容は決まってませんが、近日中にお知らせ致します。 

⦿前年度米山記念奨学生カウンセラー 牛山 裕子会員  

 

昨年の米山奨学生 曹 実さんは、昭和音楽大学にピア

ノ教室の講師として就職出来たんですが、コロナ禍で

授業が出来ず 9 月末の契約期間が終了してしまいま

す。就労ビザが発行できる形態での就業先を探してお

りますのでご協力をお願い致します。  

 

 

～～～ ロータリーの友 8 月号精読 ～～～ 

 

●水口 衛 雑誌・広報委員長 

 

｢私が、このような立場に立つことは 2 度とないと思

いますので･･･｣とのご挨拶の後、｢友｣記事のご紹介。 

(1) ホルガー・クナーク会長メッセージ…P3 

 この中で気づいた事は、①日本だけでなく世界的に

も会員数が一時的に増え翌年に減ることがあるだ、数

値にとらわれる事がある。②変わるべき事は変わって、

変わらない事は変えてはいけないんだ、大師ＲＣも変

えるべき所は変えて、変わらない所は変えないでクラ

ブを続けていければ良いと思いました。 

(2)継承する大切さに気づく…P42 上段  

 この記事も変化させてはならないもの、変化するも

のは変化すると云う事です。私事ですが、仕事はお墓

ですが、お墓を継承してゆく人が少なくなり<墓終い>

が世の中に広まっている状態です。しかし、お墓自体

昔のままの形でなくどんな形でもいいので、ご先祖様

の事を考えて供養し続けてもらえれば良いのかなと思

っております。 

 

●横山 俊夫 フォロアーップ副委員長 
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｢今年の猪狩会長は人を有効に使うのが上手ですので

私も何でも受けてしまっております。｣とのご挨拶の後、

8 月の会員増強・新クラブ結成推進月間に関連する退

会をしようと思ったが踏み留まった記事のご紹介。 

(1)炉辺会合で聞いた先輩の一言 

「人生、これからよ！」…P8～9 

 色々な団体に所属していると忙しくて仕事・家庭が

大切で｢ロータリーはいいかな…｣と思ってしまう人も

多いと思います。 

でも何かのきっかけで踏み留まる事も多いです。

その一つが炉辺会合当クラブではファイヤーサイドと

云ってるものです。年に 3 回位、メンバーのお店恵の

本さんや浜寿司さんで、一応議題はあるんですが結論

を出さないで、食事をしながら・飲みながら皆さんの

思いのままを打ち解けあって話す会です。例会だけで

は分からない、趣味・子供・会社の話などで[こんな

人がいるんだ]と人を知ることで更にクラブを楽しん

でもらえると思います。また、コロナ禍で開催判断が

難しかった先週の暑気払いなどの夜間移動例会もそう

です。自分から進んで色んな会に出席してゆくと更に

ロータリーを楽しんでゆけると思っております。 

●閉会宣言並びに点鐘       猪狩 佳亮 会長 

 

 

 2020 年 8 月 19 日(水)は第 2 回クラブ協議会 

野中 茂 ガバナー補佐訪問 

2020 年 8 月 26 日(水)は第 3 回クラブ協議会 

前年度決算報告及び次々年度会長選出方法諮問 

  クラブ会報委員会 横山 俊夫 青山 正彦 竹中 裕彦 
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