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●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＞＜それでこそロータリー＞ 

      ♪八尋 匡彦 副ソングリーダー 

●特別ゲストの紹介        猪狩 佳亮 会長 

第 2590地区 ガバナー 吉田 隆男 様(神奈川東ＲＣ) 

 
第 2590地区 第 1グループガバナー補佐 

野中 茂 様(川崎ＲＣ) 

第 2590地区 地区副幹事 赤堀 和人 様(神奈川東ＲＣ) 

第 2590地区 地区副幹事 植田 清司 様(神奈川東ＲＣ) 

●ゲストの紹介     猪狩 佳亮 会長 

2018-19年度Ｒ青少年交換派遣生   須山 なつみ 様 

・吉田ガバナーより 2018-19年度Ｒ青少年交換派遣学生

修了書が授与されました。 

・ご挨拶 

｢1年ぶりくらいでご無沙汰しております。今、大学の国

際日本学部と云う新しい学部で、コロナなので派遣国で

あったベルギーへの留学を目指しフランス語・スペイン

語・英語の勉強をしております。皆さんにまた良い報告

ができるように頑張ります。｣ 

 

ハーモニーファーマシー株式会社 代表取締役 

笹沼 裕丈 様 

●ロータリー財団特別寄付と米山奨学金特別寄付の贈呈 

 猪狩会長から吉田ガバナーへ＄1000 と 10 万円の目

録贈呈が行われました。 

 

●河本 正茂 様 入会式       猪狩 佳亮 会長 

・紹介               船木 幸雄 会員 

株式会社 ハウスラボ 代表取締役 職業分類：不動産業 

1977年 9月生まれ。趣味は旅行で、ご家族は奥様とお

子様 3人。ご自宅、会社とも川崎区に所在。 

・吉田ガバナーよりバッジとネームプレートの授与 

 

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２２７１回（本年度 第 8 回） 例会 ２０２０年９月２日 －曇－ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1592016726/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuZDI3NDAub3JnLzIwMTMtMjAxNC9yaS9yb3RhcnlfbWFyay5odG1s/RS=%5eADBrITOxtIUE9X2p3PgfXLIEbF7gwc-;_ylt=A2RCCzHV7eJeHj8AMA0dOfx7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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・歓迎の言葉           猪狩 佳亮 会長 

・ご挨拶 

 

｢はじめまして、今日私の誕生日の入会式と云う事で、

非常に縁を感じております。頑張って活動してゆきた

いと思いますので、宜しくお願い致します。｣ 

・猪狩会長よりお花をプレゼントしました。 

●会長報告             猪狩 佳亮 会長 

 会長報告の前に副会長大﨑弁護士がタウンニュース

No,639 のトップ記事になり名誉であるとお知らせ頂き

ました。 

① ガバナー事務所より、地区補助金のお振込みを頂き

ました。いよいよ、ボッチャ大作戦をスタートします。 

② 地区より｢新型コロナウイルス(COVID-19)関連活動

支援のための『ロータリー災害救援補助金』プロジェ

クト募集｣のお知らせを頂きました。国内外を対象とし

た新型コロナウイルス関連のプロジェクトに対し、1

プロジェクト上限 100万円。自クラブ負担なしでの申

請も可能。申請期間は 9月 10日～11 月 10日です。 

●幹事報告             竹中 裕彦 幹事 

① 吉田ガバナーと共にカバナー月信第 3 号が届いて

おります。本日配布しております。 

② ロータリーの友 9月号が届いておりますが、来週 9

日が｢友｣精読なので次の例会で配布させて頂きます。 

③ 例会終了後吉田ガバナーを囲んで記念写真を撮り

ますので外の献香所付近にお集まり下さい。 

④ 第 3 回定例理事会を 13 時 50 分よりこの場所で開

催致します。理事・役員の方は忘れてお帰りにならない

ようにお願い致します。 

●出席報告          中村 眞治 出席委員長 

メークアップ 林 鶴 会員・秦 琢二 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  吉田 隆男 様 

本日は公式訪問で参りました。宜しくお願い致しま

す。 

第 2590地区第 1グループガバナー補佐 野中 茂 様 

国際ロータリー第 2590 地区 吉田隆男ガバナーに随

行して参りました。本日の公式訪問宜しくお願い致

します。 

第 2590地区 地区副幹事 赤堀 和人 様(神奈川東ＲＣ) 

第 2590地区 地区副幹事 植田 清司 様(神奈川東ＲＣ) 

 本日は吉田ガバナーの同行で参りました。宜しくお

願い致します。 

宮山 光男 会員 

 吉田ガバナーをお迎えして。 

安藤 賢一 会員 

 今朝、お花が届きました。女房は古稀のお祝いです。

今は、「いまはざら」と読むそうです。 

牛山 裕子 会員 

①吉田隆男ガバナー、赤堀・植田地区副幹事様、酷暑

の中お出まし頂きありがとうございます。ご指導宜

しくお願い申し上げます。 

②金沢の初秋の茶会へ招かれ、友禅の染元を訪れ加賀

屋に泊まり、日本文化を満喫した週末でした。With

コロナを楽しみます。 

大崎 克之 副会長 

 会員数 対象者 出席 欠席 出席率 

2264 回 42 40 31 9 77.5 % 

2262 回 44 40 27 13 67.5 % 

前々回の修正メークアップ 2 名・修正出席率  72.5 %  
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①吉田ガバナー、ようこそ川崎大師ＲＣへお越し下さ

いました。本日もご指導宜しくお願い致します。 

②須山なつみ様、修了お疲れ様でした。貴重な体験を

糧にこれからもご活躍ください。 

③笹沼様、待ちわびておりました。ようこそ川崎大師

ＲＣへ！例会をお楽しみ下さい。 

竹中 裕彦 幹事 

①吉田ガバナー、野中ガバナー補佐、植田・赤堀両地区

副幹事の皆様、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河本さん、ご入会おめでとうございます！一緒に楽し

みましょう！ 

③須山なつみさん、コロナ禍に負けず青春してますか？

大学の友達は一生ものですよ。 

④コロナ禍、酷暑そしていよいよ台風シーズンに突入で

すね。去年の 15、19 号が頭をよぎります。ご留意下

さい。 

猪狩 佳亮 会長 

①吉田隆男ガバナー、野中茂ガバナー補佐、赤堀和人 

地区副幹事、植田清司地区副幹事、本日はようこそ川

崎大師ロータリークラブへお越し下さいました。吉田

ガバナーにおかれましては、｢ためになる 魅力あるロ

ータリー｣の実現について、ご指導をよろしくお願い

致します。 

②河本さん、ご入会おめでとうございます。1977年 巳

年 同い年です！ぜひ一緒に楽しみましょう。 

 そして、本日、お誕生日おめでとうございます！ 

③笹沼さん、お越しを心待ちにしておりました！お兄さ

んと一緒にお楽しみ下さい。  

④地区補助金が先日振り込まれました。いよいよスター

ト。 Ｌｅｔ‘ｓ ＰＬＡＹ ぼっちゃ。 

 

本日のニコニコテーマ 

『吉田ガバナー、ようこそ川崎大師ＲＣへ！ 

渾身の卓話を楽しみにしております。』 

遠藤 悦弘  鈴木 幹久  野澤 隆幸 横山 俊夫 

岩井 茂次 鈴木 昇二 伊藤 佳子 秦 琢二 

船木 幸雄  出井 宏樹  内田 省治 松井 昭三 

磯田 稔 星野 祐治 八尋 匡彦 布川 浩 

工藤 和弘 大谷 茂 青山 正彦    各会員 

 

 

～～～ 吉田 隆男 ガバナー 卓話 ～～～ 

 

卓話者紹介  第 1グループガバナー補佐 野中 茂 様            

 

・略歴 1948年 4月生 1971年日本大学法学部卒 

    吉田倉庫株式会社 取締役会長 不動産鑑定士 

・2001年 4月～10年 3月川崎市固定資産評価審査委員 

 2011年 4月～17年 3月横浜市土地利用審査会委員 

 1995年 10月～ 横浜家庭裁判所調停委員(現) 

 2016年～ 一般社団法人ボーイスカウト神奈川連盟 

      維持財団常務理事(現) 

・賞歴 2017年 11月 藍綬褒章受章 

・Ｒ歴 1986年 12月 神奈川東ロータリークラブ入会 

    2007-08年度    同クラブ  会長 

    2009-10年度 地区国際奉仕副委員長 

    2013-14年度 第 4グループガバナー補佐 

 詳細は、ガバナー月信第 1号を参照下さい。 

 

 ｢ご紹介頂きました神奈川東ＲＣの吉田と申します。

川崎大師ＲＣさんは、再来年 50 周年をお迎えになる歴

史あるクラブと認識しております。是非、増強をして周

年に向かって発展なさることを祈念しております。｣と

のご挨拶の後、ホルガー・クナーク RI 会長方針と吉田

ガバナー地区方針のご説明を頂きました。 

 

①RI会長とテーマ、方針について 

ホルガー・クナーク会長はドイツの方で 67歳です。 
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 テーマは｢ロータリーは機会の扉を開く｣で、3 つの扉

の色は、グランベリーカラー(RAC)・ロータリーゴール

ド・ロータリーブルーを表しています。 

 クナーク RI会長のメッセージを 5分に集約した動画

でご紹介頂きました。 

 

 

 新会員の選考に当たっては慎重にそれぞれのクラブ

に合った会員を募るように強調しておられました。ロー

タリーの認識が高まっているとは、ポリオ根絶の事で、

1週間程前にナイジェリアで野生型ポリオが撲滅したと

発表されました。もっと広報して増強に繋げる、ロータ

リーも変わるチャンスだと仰っておられました。 

 総括して、クナーク RI 会長の重要メッセージにある

地区重点目標は、4点です。特に、RACについて 2019年

4月規定審議会で ①提唱クラブなしに RACが設立でき 

 

 

る ②30歳の年齢上限の撤廃 ③2022年 4月から RI

分担金が必要 となっており地区の方針としては各提

唱クラブと RACで話し合うようになっております。 

 これからのロータリーとして、日本人ロータリアン

に大きな影響を与えた ガイ・ガンディガーさんのロー

タリー観と｢ロータリアンの木｣のお話を頂きました。 
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②吉田ガバナー地区方針について 

 テーマは、｢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～｣です。 

 

 具体的な考え方、行動計画についてご説明頂きました。 

ロータリーの魅力の原点は、親睦と職業サービスの２

つの礎石です。 

 

 

 それ以外に会員の交流を深める場として、野口地区奉

仕委員長を中心に｢職業交流会｣を検討しております。 

 

 

 

 

 会員増強の数字的目標は掲げておりませんが、毎例会

での魅力ある会長スピーチなど魅力あるクラブになる

ことができれば期末の川崎大師ＲＣさんも新会員の方

が増えていることと期待しております。 

 続いて、ロータリー財団と米山記念奨学事業への前年

度以上の寄付を考えております。 
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 この後、公共イメージの向上、ロータリーの友の有

効活用、ＩＭを今年度は実施予定であること、My 

Rotaryへの登録要請などお話し頂きました。 

 今年度は、こういう環境下で奉仕活動をするにも規

制があります。ＲＩも例会その他活動について健康第

一、安全第一と云っております。各クラブで考えた運

営をして頂ければ…と考えております。 

＜詳細は PDFと音声データが事務局にあります＞ 

●閉会宣言並びに点鐘       猪狩 佳亮 会長 

 

 例会終了後、大本堂前で記念写真を撮りました。 

 

 

 

 

●9月 9日水曜日の例会のお花 

 

桧扇（ひおうぎ）の実 あやめ科 

ひおうぎの黒い実（袋が熟すと中にある）が奴婆珠（ぬ

またば）の名で知られ、万葉集の黒髪、闇などの枕詞に

までなっているから、文学的な背景があるもの。 

花言葉：わたしは暑さにまけない 

 

   2020年 9月 16日(水)は会員卓話です。 

河本 正茂 会員ともう 1名はお楽しみに 

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 8 号            ２０２０年０９月０２日 発行   7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 

 



川崎大師ロータリークラブ 週報 第 8 号            ２０２０年０９月０２日 発行   8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 

 


