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●司 会  須山 文夫ＳＡＡ 
●点 鐘  渡辺 冨士夫会長 
●斉 唱  「奉仕の理想」 
      ♪増田昌美ソングリーダー 
近隣クラブの紹介  渡辺 冨士夫会長 

川崎ＲＣ         会 長  高柳   馨様  
                   幹 事  田中  学武様 
   川崎南ＲＣ            会 長  谷屋  利隆様 
             幹 事  船越  耕一様 
  新川崎ＲＣ      会 長  薮田  和利様 
                幹 事  手塚  文男様 
ゲストの紹介   渡辺 冨士夫会長 
殿町２・３丁目町内会   会 長  相沢  弘保様 
             会 計  高橋   明様 
 
 
 
 
 
来訪ロータリアンの紹介   長倉 連治親睦委員長 
              今週はおりません 
直前会長に対し感謝状及び記念品の贈呈 

渡辺 冨士夫会長 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7 月入会祝・会員誕生祝・奥様誕生祝 
長倉 連治親睦委員長 

入会祝 
・横山 俊夫会員   2000 年 07 月 05 日 
・石川  庸会員   2001 年 07 月 25 日 
・白石 浩司会員    2002 年 07 月 17 日 
・岡  真治会員    2003 年 07 月 02 日 
・武者 惠吾会員    2004 年 07 月 21 日 
・須山 文夫会員    2005 年 07 月 13 日 
・関  勝廣会員    2005 年 07 月 13 日 
・小林 勇次会員    2006 年 07 月 05 日 
・牛山 裕子会員    2006 年 07 月 12 日 
・坂東 保則会員      2008 年 07 月 30 日 
・関谷 育男会員    2009 年 07 月 08 日 
・数見 勝彦会員    2009 年 07 月 15 日 
・岩田 一弘会員    2009 年 07 月 15 日 
会員誕生祝 
・渡辺 冨士夫会員  1937 年 07 月 09 日 
・御手洗 征郎会員  1950 年 07 月 25 日 
・村石  庄作会員  1954 年 07 月 13 日 
・矢野  清久会員  1964 年 07 月 14 日 
・水口   衛会員  1964 年 07 月 14 日 
・川又 竜志郎会員  1967 年 07 月 19 日 

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 

川川川崎崎崎大大大師師師ロロローーータタタリリリーーークククラララブブブ週週週報報報   

Tel.044-277-7569  Fax.044-288-8550 

URL http://www.kawasakidaishi-rc.com/  E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０～ 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館 

事務局：〒210-0812 神奈川県川崎市川崎区東門前 1-15-10 カーサ石井 1F 

第１８２１回（本年度 第２回） 例会 平成２２年７月１４日  －晴－
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奥様誕生祝 
・遠藤 悦弘会員 奥様 セツ子様  7 月 1 日 
・小泉 敏和会員 奥様 響子様   7 月 6 日 
・嶋崎 嘉夫会員 奥様 篤子様   7 月 19 日 
・長倉 連治会員 奥様 和子様   7 月 18 日 
・須釜 賢治会員 奥様 富子様   7 月 9 日 
会長報告            渡辺 冨士夫会長 
１．川崎大師平間寺様より当クラブに対し暑中見舞いを

いただきました。 
２．米山学友ホームカミング制度の申込み案内が届いて

いますのでご確認をして下さい。 
３．地区大会会員家族ディナーパーティーのご案内が届

いていますのでご確認をして下さい。 
４．退会者の報告 
  松井昭三会員、澤口みよ子会員、弦巻敏夫会員のが

退会されました。また、関谷育男会員からの退会届

も承認されましたことを報告いたします。 
幹事報告             鈴木 昇二幹事 
１．次週松沢神奈川県知事の卓話がございます。 
  沢山の方の参加をお願い致します。 
  また、卓話の題目のことも兼ねて次回は例会場の灰

皿を一時撤去いたします。 
２．7 月 17 日、大師風鈴市が開催されます。 
３．7 月 17 日、18 日に殿町 2、3 丁目の盆踊り大会 

及び夏祭りのご案内がきております。 
出席報告           岩崎 寛出席委員長 

メークアップ 
 船山昭三会員・野沢隆幸会員・林鶴会員 
 中村眞治会員・竹田正和会員・飯塚元明会員 
スマイルレポート（ニコニコボックス） 

伊藤 佳子副会長 
川崎ＲＣ  
会長 高柳 馨様・幹事 田中 学武様 

 表敬訪問にまいりました。1 年間よろしくお願い致し

ます。 
川崎南ＲＣ 
会長 谷屋 利隆様・幹事 船越 耕一様 
 表敬訪問にまいりました。今年度が実り多い 1 年とな

りますようお祈りいたします。 
新川崎ＲＣ 
会長 薮田 和利様・幹事 手塚 文夫様 
 川崎大師ＲＣの皆様の 1 年間の運営が無事執り行わ

れます事を心より祈念致します。 
本日は宜しくお願い致します。 
宮山 光男会員 
 渡辺年度の船出を祝して！ 
細谷 重徳会員 
 先週は欠席して申訳ありません。もうロータリーを卒

業した感じです。いよいよ渡辺丸が出航です。健康に注

意され頑張って下さい。 
渡辺 冨士夫会長 
 表敬訪問暑い中有難うございます。 
鈴木 昇二幹事 
 川崎ＲＣ高柳会長・田中幹事、川崎南ＲＣ谷屋会長・ 
船越幹事、新川崎ＲＣ薮田会長・手塚幹事、表敬訪問 
有難うございます。今年 1 年よろしくお願い申し上げす。 
竹田 正和副会長 
 今年度副会長の大役を仰せつかりました。1 年間、宜

しくお願いします。 
本日のニコニコボックス 

理事さん、楽しい奉仕活動期待しています。 
野沢 隆幸会員、大薮 善一会員、牛山 裕子会員、 
布野 真治会員、長島 亨会員、飯塚 元明会員、 
鈴木 節夫会員、石渡 勝朗会員、船木 幸雄会員、 
増田 昌美会員、数見 勝彦会員 

合計 69,000 円 
委員会報告 

インターアクト委員会 横山 俊夫委員長 
 昨年は海外研修が中止になりましたが、今年は海外研

修を開催します。県立大師高校の生徒 2 名をエントリー

していますので皆様のご協力をお願い致します。 

 会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1821 回 70 60 38 22 63.33% 

1819 回 75 67 48 19 71.64% 

前々回の修正メークアップ  6名 修正出席率          80.59% 
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ローターアクト委員会 武者 惠吾委員長 
 7 月 10 日に全ローターアクトクラブ合同例会があり

ました。私を含め当クラブより 6 名参加して参りました。 
ガバナーの公式訪問ということもあり講演をしていた

だきました。非常に盛大で参加者も 100 名を越える例

会になりました。 
親睦委員会 長倉 連治親睦委員長 

 ＦＡＸにてご案内申上げました 7 月 28 日（水）の移

動例会の出欠の返事を早めにお願い致します。 
コンパニオンの参加はございませんが美女が多数出演

されますのでご期待下さい。 
ゴルフ同好会 布野 真治会員 

１．地区より記念チャリティーゴルフ大会（9 月 13 日）

の案内が来ています。申込み締切は 8 月 10 日です 
参加希望の方は私（布野）又は事務局まで声をかけて下

さい。 
２．8 クラブ親睦ゴルフ大会が 10 月 11 日（月）に開催

されます。昨年は 3 連覇を達成できませんでしたので 
今年はリベンジという事で参加の方宜しくお願い致し

ます。 
就任挨拶 

渡辺 冨士夫会長 
2010~2011年度川崎大師 RC の 38代会長としてクラブ

会務と事業の執行をさせて頂きます。皆様のご協力無く

して奉仕事業は出来ません。宜しくお願い申上げます。 
ロータリーは世界的な奉仕活動組織にあります。RI 会

長は今年度のテーマを「地域を育み、大陸をつなぐ」と

定めています。RI 会長のテーマを大師クラブは毎年例

会場の演題に掲示します。会員でありますパスト会長の

野沢様に書を頂き、同じく会員の松井様に彫りをしてい

ただき作製されたものです。 
先程、市川ガバナー補佐より RI 会長の最優先事項から 
川野ガバナーよりの強調事項説明の通り、①ポリオ撲滅 
②青少年にかかわる活動 とあります。大師クラブとし

て青少年にかかわる活動を川崎大師ローターアクトク

ラブを提唱をしています。県立大師高校とはインターア

クトクラブ提唱をしています。今年度は川崎大師ロータ

ーアクトクラブ地区代表として中村祐規君が決定され

ています。 
2590 地区ローターアクトガバナーに相当します。 
将来のロータリアン予備軍であります。クラブとしても

出来る限りの支援をして行きたいと思っています。 
大師クラブとして期首会員数 71 名でスタートになりま

した。大変厳しい財政の中で年会費を 3 万円値上げさせ

ていただきました。会員皆様の協力に感謝しています。 
事業仕分けをしながら有効利用させて頂きます。 
今年度執行部は竹田・伊藤副会長・鈴木幹事他計 15 名

です。このメンバーで 1 年間検討しながら執行していき

ます。RI 会長のテーマに沿った活動を検討し「大師地

域を中心に奉仕活動の推進」と定めました。 
各委員長の活動計画を拝見させて頂きました。各委員長

の個性を出してもらいロータリーライフを楽しみたい

です。 
パスト会長にもご協力をお願い致します。 
例会場にて、テーブルマスターとして活躍をして貰いメ

ークアップ者のホロー及び新会員の指導もお願いしク

ラブ活性化に勤めていきます。 
次に出席率向上です。確実に前年度以上にアップさせた

いです。皆様是非例会に出席をお願い致します。 
牛山プログラム委員長は広い人脈を通じて卓話の企画

をされています。期待しています。 
次に会員増強です。目標５％以上増強に向けて石川増強

委員長の力を借り入会を協力に進めて行きたい。 
常に新しい人材か不可欠であります。RC の最大財産は

会員です。優秀な人材無くしてロータリーの崇高な理想

の実現は不可能です。 
40周年間近になり40周年特別委員会設立しだいこの委

員会で事業・予算等を検討して頂きます。 
最後に私の 1 年間の心得と致しまして 
①会員の多様な意見を聞く。 
②例会は明るく楽しく、少し威厳と格式を持ちたいです。 
以上、述べましたがロータリーの友情を持って 1 年間遂

行出来る様会員皆様のご協力を頂き事業執行してまい

ります。 
宜しくお願い致します。 
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鈴木 昇二幹事 
渡辺会長より幹事になってもらえないかというお話

があったときは、100 年に一度の経済危機の後で当社も

その波のなかにのまれている状況でした。幹事になれば

今まで以上にロータリーに時間を割かねばいけない状

況で会社は大丈夫かと懸念しましたが本来楽天的な私

はお引き受けをすることにしました。 
ちなみに今年度は当社にとって明るい状況で来年は良

い決算を迎えることが出来る様です。 
さて、幹事の職務は会長の女房役で下働きをし、実行部

隊は理事役員が行うのでその担い手に徹すれば良いの

ではと思いました。 
第 1 に優秀な理事役員さんがいればよいと人選に入り

ました。実を言いますと大師には多くの人材がいて困り

ましたが会長、副会長と練りに練って最強の布陣を揃え

たと自負しています。 
第 2 に会長以下皆さんが意を一つにするという事から

も 9 月三役会に始まり 7 回の三役会を実施、12 月の次

年度理事会に始まり 7 回の次年度理事会の実施、又委員

会別の小委員会の実施、さらに歴代会長との懇親会を通

じアドバイスを受けたりと一致団結が出来たと思って

おります。 
第 3 に今年度の理事会役員のメンバーにはベテランか

ら私を含めロータリー暦が浅い人が混在していました

が多くのことを学ぶことが出来ました。 
準備万端のつもりですが多々ミス、落度があると思いま

すが温かいご指導、 
ご支援をお願いします。 
 
 
 

竹田 正和副会長 
クラブ奉仕委員会を担当します。地区にあわせてクラ

ブ管理運営委員会に名前を変え伊藤副会長と二人で 11
の小委員会を担当します。各委員長さんには大きな仕事

がありご面倒をかけますがクラブ活性化の為に幅広く

活動していただきたいと思います。 
今年度は下記の点で変更がございます。 

１．出席表のハンコ押しはなくし、出席委員会で出席を

とります。 
２．週報の作成を手作りで行ないますので何かと不便を

お掛けしますが宜しくお願い致します。 
３．ＩＴ委員会でホームページをリニューアルいたしま

した。 
アクセスをしてみて下さい。 

 
 
 
 

伊藤 佳子副会長 
 大師の活性化の為に大役を引受けましたが、未だに何

も分かっていません。竹田副会長に助けをいただきなが

ら頑張っていきたいと思いますので皆様ご協力をお願

い致します。 
 
 
 
 

職業奉仕委員会 小林 勇次委員長 
 当委員会は 9 月 8 日に職場訪問又、新しい試みで会員

の事業所報告ということを取入れたいと思います。実際

に会員の皆様がどのような仕事をされているのか分か

らない部分もありますので自社の PR も含めて紹介し

て戴き会員の横のつながりになれば幸と思っています。 
今年度は地区職業奉仕委員長に鈴木幹久会員もおりま

すので色々指導していただきながら 1 年間頑張りたい

と思います。宜しくお願い致します。 
 
 
 
 
 

社会奉仕委員会 坂東 保則委員長 
 本日殿町 2.3 丁目相澤会長、髙橋会計と当クラブ渡辺

会長との間で桜基金の調印をおこないましたことを報

告いたします。 
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当委員会は従来どおり各小委員会と共に進めさせて頂

きます。「公に奉仕し、社会に貢献する」立場の委員会

として何が出来るかを考えていますので皆様のご協力

をお願い致します。 
 
 
 
 

新世代奉仕委員会 牛山 裕子委員長 
 新世代奉仕が 5 大奉仕の一角に取込まれた最初の年

度です。新世代奉仕の分野に関して当クラブは地区へ数

多な人材を輩出してきました。今年度も同様です。特に

RAC,IAC の 2 つについて提唱しているクラブです。 
各委員会の方々も経験豊な方ばかりなので共同作業が

できると思います。まずしなければいけないこととして 
１．川崎大師 RAC の増強をする（最低 15 名まで） 
２．大師高校の先生方と連絡を密にとりクラブが発展す

るよう指導をさせていただく。 
いづれにしても、未来のロータリアンを 
育む新世代でありますので皆様の 
ご支援を宜しくお願い致します。 
 
 
 
 
 

親睦活動委員会 長倉 連治委員長 
 入会し 4 年になります。人をもてなし、人を喜ばす企

画をすることは好きなので親睦にむいていると自分に

言聞かせ 1 年間頑張りたいと思います。 
１．通常例会は明るく元気に例会を進めたいと思います。 
２．移動例会は年 7 回ございます。音楽・ダンスをコン

セプトにテーマを決め行っていきたいと思います。 
1 年後には印象に残る活動をしていきたいと思います。 
 
 
 
 

須山 文夫 SAA 
38 年の歴史あるクラブで会場監督を受け、新しい試み

をいくつか取入れ進めていきたいと思います。至らぬ点

が多くございますがご指導ご協力の程、宜しくお願い致

します。 
 
 
 
 

国際奉仕委員会 水口 衛委員長 
今年度は、米山奨学生の世話クラブとして喬 禹翔君の

お世話を致します。米山委員長の増田さんカウンセラー

をお願い致しました。会員皆様も一緒になってお世話を

お願い致します。また米山基金、ロータリー財団の寄付

金にご協力をお願い致します。 
国際親善と致しましては、台北西門 RC との姉妹クラブ

継続の調印を行う年度です。是非多くの会員で訪問した

いと思いますので宜しくお願い致します。 
6 月出席順位          

岩崎 寛出席委員長 
180% 増田昌美会員・武者惠吾会員・牛山裕子会員 
160% 布野真治会員 
140% 細谷重徳会員・渡辺冨士夫会長・飯塚元明会員 
120% 中村眞治会員・大薮善一会員・山村友弘会員 
    鈴木昇二幹事・水口 衛会員 
6 月ホームクラブ 100% 
宮山会員・後迫会員・細谷会員・伊藤(善)会員 
増田会員・布野会員・山村会員・仲川会員 
岩井会員・石渡(勝)会員・水口会員・関会員 
弦巻会員・数見会員・岩田会員・浜本会員 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 22 年 7 月 28 日（水）は移動例会です。 
暑気払い移動例会 

催し：夏のフラダンス（美人多数出演） 
会場：カメリアホール 
点鐘：１８：３０ 

クラブ会報委員会  村石 庄作／水口 衛／秦 琢二 
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