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●司 会  須山 文夫ＳＡＡ 
●「点鐘の槌」引渡し 
 例会開始の点鐘前に、伊藤善通直前副会長より 
 渡辺会長へ「点鐘の槌」が引渡されました。 
 
 
 
 
 
●点 鐘  渡辺 冨士夫会長 
●斉 唱  「君が代」「奉仕の理想」 
      ♪増田昌美ソングリーダー 
特別ゲストの紹介        渡辺 冨士夫会長 
第 2590 地区 第 1 グループガバナー補佐 

(川崎ＲＣ) 市川 緋佐麿様 
近隣クラブの紹介  渡辺 冨士夫会長 
川崎幸ＲＣ     会 長  小早川 和秀様      
          幹 事  山野  英二様      
川崎日吉ＲＣ    会 長  吉留   嵩様      
          幹 事  五味   優様      
川崎中央ＲＣ    会 長  佐野  嘉男様      
          幹 事  伊藤  康人様      
川崎マリーンＲＣ  会 長  小山  宏明様      

幹 事  鈴木 慎二郎様    
ゲストの紹介   渡辺 冨士夫会長 
第 2590 地区ロータアクト地区代表 

(川崎大師ＲＡＣ) 中村 祐規様      
川崎大師ＲＡＣ    会 長  亀田  正善様      

米山奨学生            喬  禹翔様     
 
 

 
米山奨学生            喬  禹翔様 
来訪ロータリアンの紹介   長倉 連治親睦委員長 
川崎ＲＣ            小口  和久様 
川崎マリーンＲＣ        松中  秀司様      
               武藤  泰基様      

奨学金の贈呈 
市川ガバナー補佐より留学生 
喬禹翔君へ奨学金の贈呈を 
する。 

 
 
 
 
 

米山奨学生 喬 禹翔様 
近況報告をしたいと思います。 
６月に増田会員の自宅にご招待していただきご家族と

バーベキューをしてもらいました。そこで家族の雰囲気

を感じました。私は一人で日本に暮らしているのでこの

ような暖かい雰囲気を感じたのは人生の中でとても重

要なことだと思いました。それを励みに勉学に取り組ん

でいきたいと思います。残りの８カ月間もクラブの皆様、 
宜しくお願い致します。 

第３８期 

会 長 渡辺 冨士夫 

副会長 竹田 正和 

    伊藤 佳子 

幹 事 鈴木 昇二 

ＳＡＡ 須山 文夫 
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第 1 グループガバナー補佐 
市川 緋佐麿様 

私の使命は本年度川野ガバナーの地区方針について、各

クラブの皆様に説明をすることです。本年度 RI 会長の

テーマは「地域を育み、大陸をつなぐ」でございます。 
私達の行なう奉仕事業が地域にねざした、密着したもの

であることが大切です。ということを言っておられるん

だろうと思います。また同時に国際奉仕もないがしろに

はできない大切なもので「大陸をつなぐ」ということば

を用いられているのではと思います。 
川野ガバナーは九つの地区方針を示しました。 
１．「ロータリーの綱領」を推進し、ロータリーを楽しみましょう。 

２．ＲＩの最優先事項「ポリオ撲滅」、「青少年にかかわる活動」、及びＲ

Ｉの強調事項として「人道的支援に関する活動」を推進しましょう。 

３．各クラブの自主性を尊び、クラブ奉仕の充実を図り、職業奉仕の重

要性を理解しましょう。 

４．各クラブ５％以上の会員純増をお願いします。 

５． ロータリー財団への寄付は、会員 1名あたり年次寄付 120ドル以上、 

   及び各クラブでベネファクター2 名以上を目標とします。 

６．米山記念奨学会への寄付は、会員 1 名あたり普通寄付 5,000 円、特

別寄付 20,000 円、計 25,000 円以上を目標とします。 

７．広報の重要性の認識、情報の活性化によるロータリー活動の円滑化

を高めましょう。 

８．ＲＩのテーマ「地球を育み、大陸をつなぐ」に沿った五大奉仕プロ

ジェクトを実施して下さい。また国際理解、親善、平和を育みつな

ぐロータリー財団、米山奨学会の趣旨をご理解いただき、より推進

しましょう。 

９．“One For All All For One” ひとりは全員のために 全員はひとり

のために 

以上が川野ガバナーの今年度の地区方針です。 
最後に掲げた“OneForAll AllForOne”は、ラガーマン 
である川野ガバナーらしい言葉です。 
“一つ良ければ全て良し”という意味合いもあろうかと 
思われます。 
ＲＩ会長が８つの強調事項、地区ガバナーが９つの方針 
と全部を行うことは大変だと思われている方が多いと 
思いますが、私は全部ではないと思っています。 
各クラブにあったものがあればそれを一生懸命実行す 

れば良いと思います。 
さて、当クラブは渡辺会長をはじめ副会長の竹田さん、 
伊藤さん、幹事の鈴木さんが色々な活動、事業を行なわ 
れると思いますが会員皆さんの協力をもって今年度の 
活動が有意義にしかも和やかに進められる様心から 
お祈りをしたいと思います。 
また、地区の方にも多くの委員さんを出されています。 
職業奉仕委員長 鈴木幹久さん 

世界フェローシップ委員長 大藪善一さん 

インターアクト委員会 増田昌美さん 

ローターアクト委員会 武者 惠吾さん 

ＲＹＬＡ委員会 石川庸さん 

ロータリー財団 安藤賢一さん 

研究グループ交換委員会 中村眞治さん 

これらの皆様のご活躍も心からお祈りをいたします。 
この後 9 月 29 日クラブ協議会、10 月 13 日ガバナー公式 
訪問のおともで訪問させていただきます。 
地区では、10 月 29・39 日県民ホールにて地区大会 
（今年度記念講演は元総理大臣小泉純一郎先生） 
皆様のご協力をお願いします。 
29 日はダンスパーティーからディナーパーティーと 
出席しやすいものに変更しようと計画が進んでいます。 
こちらにもご参加の程、宜しくお願いします。 
今年度が無事に有意義に和やかに終わりますようご協力 
をお願い致します。 
ありがとうございました。 
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直前副会長・幹事に対し感謝状及び記念品の贈呈 
渡辺 冨士夫会長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
乾杯             横山 俊夫直前副会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会長報告             渡辺 冨士夫会長 
１．野坂直前ガバナーより「昨年一年間お世話になりまし

た」ということで御礼状が届いています。 
２．ロータリー米山奨学会からの案内で 2010 年度上半期

の寄付金についてお願いがありました。会員の皆様ご

協力をお願いします。 
幹事報告              鈴木 昇二幹事 
１．当クラブのホームページがリニューアルしました。 
  一部工事中のところもございますがご容赦願います。 
２．7 月 21 日の第 3 例回には松沢県知事の卓話がござい

ます。クラブ会員全員の出席をお願いします。 
  また、他クラブの皆様のご参加をお願い致します。 
３．本日第 1 回定例理事会を行ないます。 
出席報告            岩崎 寛出席委員長 
 

メークアップ 
  鈴木（幹）会員・安藤会員・大薮会員・竹田会員 
  横山会員・鈴木（昇）会員・牛山会員 
スマイルレポート（ニコニコボックス） 

竹田 正和副会長 
第 1 グループガバナー補佐（川崎ＲＣ） 市川 緋佐麿様 
 一年間よろしくご指導ご協力下さいますようお願い致

します。 
川崎日吉ＲＣ 
会長 吉留 嵩様・幹事 五味 優様 
 7 月 7 日表敬訪問に参りました。渡辺会長、鈴木幹事、 
皆様 1 年間宜しくお願い致します。 
川崎幸ＲＣ 
会長 小早川 和秀様・幹事 山野 英二様 
 川崎大師ロータリークラブの皆様、こんにちは！ 
今年度、会長・幹事を仰せつかりました小早川と山野です。 
この 1 年間よろしくお願いいたします。 
川崎中央ＲＣ 
会長 佐野 嘉男様・幹事 伊藤 康人様 
 渡辺会長、鈴木幹事 1 年間宜しくお願いいたします。 
川崎マリーンＲＣ 
会長 小山 宏明様・幹事 鈴木 慎二郎様 
 渡辺会長初め三役の方々のご活躍を心より祈念申し 
あげます。 
第 2590 地区ＲＡＣ地区代表（川崎大師ＲＡＣ） 

中村 祐規様 
 第一例会おめでとうございます。今年度も宜しくお願い

致します。 
川崎大師ＲＡＣ会長          亀田 正善様 
 今年度、会長の亀田です。よろしくお願いします。 
川崎ＲＣ               小口 和久様 
 新年度になりまたまた寄せて頂きますのでよろしくお 
願いします。先日、会長・幹事の方には川崎ロータリーへ 
ご出席頂きありがとうございました。 

 会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1820 回 71 63 43 20 68.25% 

1818 回 75 65 47 18 72.30% 

前々回の修正メークアップ  7 名 修正出席率              83.07% 
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川崎マリーンＲＣ           松中 秀司様 
 今期渡辺丸の出航をお祝い申し上げます。頑張って 
下さい。 
川崎マリーンＲＣ           武藤 泰基様 
 いつもお世話になります。 
遠藤 悦弘会員 
 １．渡辺丸の出港を祝して 
 ２．先週は女房に誕生祝の花をありがとうございました。 
野沢 隆幸会員 
 今日渡辺会長年度のスタートの日です。これから 365 日 
がロータリーの日となると思いますが、クラブのためのご 
尽力を期待いたします。 
中村 眞治会員 
 渡辺年度の前途を祝して、細谷さんはじめ執行部の皆様 
お疲れ様でした。 
大藪 善一会員 
渡辺年度 1 年間ご苦労さまです。頑張ってください。 

山村 友弘会員 
渡辺年度船出を祝して！ 

市川ガバナー補佐はじめ各クラブの会長・幹事の方々、 
本日はご苦労さまです。１年間宜しくお願い致します。 
白石 浩司会員 
渡辺丸の船出をお祝い致します。皆で頑張りましょう。 

神田 正彦会員 
渡辺丸出航おめでとうございます。親睦委員長長倉さん 

ガンバって下さい。 
武者 惠吾会員 
渡辺年度、今年度も宜しくお願いします。 

今年度は地区ＲＡＣ、ロータアクト委員長を務めさせて 
頂きます。ＲＩでは今年度より新世代が加わり５大奉仕 
委員会となりました。当クラブからは中村君を地区代表 
として出しますので皆さんご協力の程宜しくお願い致し 
ます。 
小林 勇次会員 
 皆様１年間宜しくお願い致します。 
渡辺 冨士夫会長 
 新年度が始まりました。１年間会員の皆様ご協力を 
お願い致します。 

鈴木 昇二幹事 
・渡辺丸の出航おめでとうございます。１年間お身体に 
留意して頑張ってください。 
・川崎幸、川崎日吉、川崎中央、川崎マリーンの会長・ 
幹事様表敬訪問有難うございます。又、第一グループと 
して市川ガバナー補佐のご活躍を後方支援したいと思い 
ますので１年間共に頑張りましょう。 
竹田 正和副会長 
 渡辺丸の船出を祝い無事の帰港を祈念します。 
本日のニコニコボックス 
  渡辺会長の船出を祝して。 
布川 二三夫会員、船山 昭三会員、長島 亨会員、 
島岡 栄基会員、鈴木 幹久会員、伊藤 善通会員、 
竹中 裕彦会員、増田 昌美会員、横山 俊夫会員、 
石渡 利治会員、石川 庸会員、布野 真治会員、 
岩崎 寛会員、岩井 茂次会員、石渡 勝朗会員、 
水口 衛会員、長倉 連治会員、牛山 裕子会員、 
飯塚 元明会員、坂東 保則会員、船木 幸雄会員、 
鈴木 節夫会員、数見 勝彦会員、御手洗 征郎会員 

合計 164,000 円 
委員会報告 
地区ロータアクト委員会       武者 惠吾委員 
 7 月 10 日にロータアクト 4 クラブ合同例会が鶴見会館 
で行われます。点鐘 14 時、懇親会が 17 時よりありますの 
で時間の許される方は是非出席を宜しくお願い致します。 
 
＊渡辺 富士夫会長、鈴木 昇二幹事の就任挨拶は、 
 次号にて記載させていただきます。 

平成 22 年 7 月 21 日（水）は通常例会です。 
卓話 神奈川県知事 松沢 成文様 
「それでもタバコを吸いますか」 

 
クラブ会報委員会  村石 庄作／水口 衛／秦 琢二 


