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●司 会  須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫ＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡ 

●●●●点 鐘  渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長    

●斉 唱  「君が代」 

  「奉仕の理想」 

      ♪♪♪♪増田増田増田増田    昌美昌美昌美昌美ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー 

本日本日本日本日ののののゲストゲストゲストゲスト紹介紹介紹介紹介        渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長    

卓話者卓話者卓話者卓話者        

地区職業奉仕委員長地区職業奉仕委員長地区職業奉仕委員長地区職業奉仕委員長                                    鈴木 幹久様     

川崎大師川崎大師川崎大師川崎大師ロータアクトクラブロータアクトクラブロータアクトクラブロータアクトクラブ会長会長会長会長   亀田 正善様 

                  亀田 静江様 

                 

 

 

 

 

 

来訪来訪来訪来訪ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンのののの紹介紹介紹介紹介            長倉長倉長倉長倉    連治親睦委員長連治親睦委員長連治親睦委員長連治親睦委員長    

川崎RC              大久保 公之様 

入会祝入会祝入会祝入会祝いいいい                                                誕生祝誕生祝誕生祝誕生祝いいいい    

野沢 隆幸会員 1990.10.17    林  鶴会員 

倉成 保巳会員  1999.10.20   小泉 敏和会員 

石渡 利治会員  2000.10.04   後迫  太会員 

川又竜志郎会員  2005.10.26   布野 真治会員 

尾崎 昭元会員  2007.10.10   山村 友弘会員 

須釜 賢治会員  2007.10.22   長倉 連治会員 

                岩田 一弘会員 

    

    

    

    

    

    

奥様誕生祝奥様誕生祝奥様誕生祝奥様誕生祝いいいい    

鈴木 幹久会員  奥様  晋子様 

炭谷 博功会員  奥様  厚子様 

久保 博和会員  奥様  静江様 

小林 勇次会員  奥様  充代様 

船木 幸雄会員  奥様  幸子様 

会長報告会長報告会長報告会長報告            渡辺渡辺渡辺渡辺    冨冨冨冨士夫会長士夫会長士夫会長士夫会長    

・米山梅吉記念館理事長様より 100 円募金のお礼状が

届いております。 

・横浜 RAC より創立 40 周年記念式典のご案内がきて

おります。お目通し及び出席を希望される方は事務局

までご連絡を下さい。 

・第 2590地区 第 27回 RYLA開催についての案内が

きております。掲示をしておきますので宜しくお願い

致します。日程は平成 23年 2月 11、12日です。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告             鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二幹事昇二幹事昇二幹事昇二幹事    

・次週は川野ガバナー公式訪問です。 

 会員皆様の出席をお願い致します。 

・昨年度活動報告書の中でロータリー情報委員会の報告

書に記載ミスがありましたが、本日メールボックスに 

修正版を入れてあります。差替えをお願い致します。 

出席報告出席報告出席報告出席報告         岩井岩井岩井岩井    茂次出席副委員長茂次出席副委員長茂次出席副委員長茂次出席副委員長    

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1832 回 68 62 37 25 59.67% 

1830 回 68 62 39 23 62.90% 

前々回の修正メークアップ   6名 修正出席率          72.58% 

第第第第３８３８３８３８期期期期    

会会会会    長長長長    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    

副会長副会長副会長副会長    竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    

                伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    

幹幹幹幹    事事事事    鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    

ＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡ    須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫    

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

Tel.044Tel.044Tel.044Tel.044----277277277277----7569  Fax.0447569  Fax.0447569  Fax.0447569  Fax.044----288288288288----8550855085508550    

URL URL URL URL http://kawasakidaishihttp://kawasakidaishihttp://kawasakidaishihttp://kawasakidaishi----rc.com/rc.com/rc.com/rc.com/        EEEE----mail:daisimail:daisimail:daisimail:daisi----rc@eagle.ocn.ne.jprc@eagle.ocn.ne.jprc@eagle.ocn.ne.jprc@eagle.ocn.ne.jp    

例会日例会日例会日例会日：：：：毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日    ＰＭＰＭＰＭＰＭ１２１２１２１２：：：：３０３０３０３０～～～～    

例会場例会場例会場例会場：：：：大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館    

事務局事務局事務局事務局：〒：〒：〒：〒210210210210----0812 0812 0812 0812 神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前 1111----15151515----10101010    カーサカーサカーサカーサ石井石井石井石井 1F1F1F1F 

第１８３２回（本年度 第１３回） 例会 平成２２年１０月６日  －晴－ 



川崎大師川崎大師川崎大師川崎大師ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ    週報週報週報週報    第第第第１３１３１３１３号号号号                                            ２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年１０１０１０１０月月月月１３１３１３１３日日日日    発行発行発行発行            2頁    

 

 

Building CommunitiesBuilding CommunitiesBuilding CommunitiesBuilding Communities  Bridging Continents  Bridging Continents  Bridging Continents  Bridging Continents    地域地域地域地域をををを育育育育みみみみ・・・・大陸大陸大陸大陸をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ    2010201020102010----11111111年度年度年度年度    国際国際国際国際ロータリーロータリーロータリーロータリー第第第第 2590259025902590地区地区地区地区    

メークアップメークアップメークアップメークアップ    

林鶴・中村眞治・大藪善一・竹田正和・横山俊夫 

水口衛   各会員 

☆☆☆☆        出席委員長出席委員長出席委員長出席委員長よりよりよりより        ☆☆☆☆    

10101010月月月月・・・・11111111月月月月ののののメークアップメークアップメークアップメークアップ予定表予定表予定表予定表ががががメールボックスメールボックスメールボックスメールボックスにににに

配布配布配布配布してありますしてありますしてありますしてあります。。。。ホームクラブホームクラブホームクラブホームクラブにににに出席出席出席出席のののの出来出来出来出来ないないないない方方方方でででで    

参加希望参加希望参加希望参加希望のののの方方方方はははは事務局事務局事務局事務局またはまたはまたはまたは岩﨑岩﨑岩﨑岩﨑までごまでごまでごまでご連絡下連絡下連絡下連絡下さいさいさいさい。。。。    

スマイルレポートスマイルレポートスマイルレポートスマイルレポート（（（（ニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックス））））    

伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子副会長佳子副会長佳子副会長佳子副会長    

地区職業奉仕委員地区職業奉仕委員地区職業奉仕委員地区職業奉仕委員長長長長    

鈴木鈴木鈴木鈴木    幹久幹久幹久幹久様様様様    

当月は職業奉仕月間です。卓話の機会をいただき感謝し

ます。ガバナー月信をご拝読ください。 

川崎川崎川崎川崎 RCRCRCRC    

大久保大久保大久保大久保    公之様公之様公之様公之様 

お世話になります。 

川崎大師川崎大師川崎大師川崎大師 RACRACRACRAC    

亀田亀田亀田亀田    正善様正善様正善様正善様    

武者様、炭谷様、島岡様、牛山様、尾崎様、竹中様、 

鈴木(昇)樣フリーマーケットの品物ありがとうござい

ます。 

山村山村山村山村    友弘旧会員友弘旧会員友弘旧会員友弘旧会員    

事情により 9月末を持ちまして退会させて頂きます。 

約 10年間のクラブ在籍中は大変お世話になりありがと

うございました。今後も川崎大師 RCの益々の発展を祈

念申し上げます。 

布川布川布川布川    二三夫会員二三夫会員二三夫会員二三夫会員    

妻の誕生祝ありがとうございました。 

長島長島長島長島    亨会員亨会員亨会員亨会員    

先日は船山さん大変お世話になりました。 

島岡島岡島岡島岡    榮基会員榮基会員榮基会員榮基会員    

・先日は船山会員、小林会員にお世話になりました。 

・鈴木会員の卓話を拝聴させて頂きます。 

鈴木鈴木鈴木鈴木    幹久会員幹久会員幹久会員幹久会員    

船山さん、先日は大変ご馳走になりました。又宜しく。 

白石白石白石白石    浩司会員浩司会員浩司会員浩司会員    

都合により早退します。申し訳ございません。 

 

水口水口水口水口    衛会員衛会員衛会員衛会員    

今月・来月は米山、財団月間です。 

寄付を宜しくお願い致します。 

小林小林小林小林    勇次会員勇次会員勇次会員勇次会員    

・鈴木委員長卓話宜しくお願い致します。 

・牛山委員長ありがとうございました。 

鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二幹事昇二幹事昇二幹事昇二幹事    

・地区職業奉仕委員長 鈴木幹久様、本日の卓話宜しく

お願いします。 

・8 クラブ対抗ゴルフ大会へ参加の皆様へ。団体優勝、

個人優勝期待しています。 

渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長    

昨日はディナーパーティー出席者様と楽しい時間を過

ごさせていただきました。 

鈴木幹久様、卓話宜しく。 

竹田竹田竹田竹田    正和副会長正和副会長正和副会長正和副会長    

・昨日のディナーショウに参加の皆様お疲れ様でした。 

・鈴木幹久地区職業奉仕委員長、本日は難解な職業奉仕

の卓話を宜しくお願いします。 

・大久保さん、ようこそ！！ 

伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子副会長佳子副会長佳子副会長佳子副会長    

鈴木さん、本日は宜しくお願い申上げます。 

本日本日本日本日ののののニコニコニコニコニコニコニコニコののののテーマテーマテーマテーマ    

‘‘‘‘職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕とはとはとはとは、、、、ごごごご指導宜指導宜指導宜指導宜しくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします’’’’ 

仲川文則会員・布野真治会員・牛山裕子会員 

大藪善一会員・坂東保則会員・増田昌美会員 

矢野清久会員・鈴木節夫会員・谷澤幹男会員 

合計 60,000円 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

地区地区地区地区GSEGSEGSEGSE委員会委員会委員会委員会                                        中村中村中村中村    眞治眞治眞治眞治会員会員会員会員    

10月 8日（金）GSEメンバーとの交流会を‘恵の本’

にて行ないます。参加の程宜しくお願い致します。 

増強委員会             石川 庸委員長 

来週ガバナー公式訪問の終了後、写真撮影を行った後例

会場にて第 3回増強委員会を開催いたします。ご参加の

程、宜しくお願い致します。 

地区地区地区地区インターアクトインターアクトインターアクトインターアクト委員会委員会委員会委員会                        増田増田増田増田    昌美会員昌美会員昌美会員昌美会員    

先週、青年会議所の関係で台湾の新竹へ行ってきました。 
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その折に、台北西門 RCの皆様にお会いし、滞在中 

地元の IACの例会に参加してきました。 

8 月小田原に来た時のビデオを例会時に流していまし

た。RCの例会同様に会長の点鐘から始まり RCのメン

バーも参加している素晴らしい例会でした。 

ゴルフゴルフゴルフゴルフ同好会同好会同好会同好会                                            布野布野布野布野    真治会員真治会員真治会員真治会員    

来週 10 月 11 日は 8 クラブロータリー親睦ゴルフ大会

です。参加メンバーの方は、スタート 45分前までに各

自受付を済ませておいて下さい。 

川崎大師川崎大師川崎大師川崎大師 RACRACRACRAC                                            亀田亀田亀田亀田    正善会長正善会長正善会長正善会長    

フリーマーケットの報告をさせて頂きます。 

1日通しての利益は場所代の 

8,000円を除き、11,000円でした。 

来年もまた行ないたいと思います 

ので、品物の提供をお願い致します。 

RAC の活動資金に使わせていただきます。ご協力あり

がとうございました。 

卓話者卓話者卓話者卓話者のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介                                        小林小林小林小林    勇次会員勇次会員勇次会員勇次会員    

地区職業奉仕委員長地区職業奉仕委員長地区職業奉仕委員長地区職業奉仕委員長    鈴木鈴木鈴木鈴木    幹久様幹久様幹久様幹久様    

学歴  

東京理科大学理学部化学科 卒業 

職業  

日本醗酵飼料株式会社 

   代表取締役社長 

ロータリー暦   

1987年 11月  川崎大師 RC 入会 

1994~1995年度 幹事 

1998~1999年度 第 26代会長 

2000~2001年度 

地区ロータリー情報広報委員会 委員長 

2003~2004年度 

地区ロータリー財団増進委員会 委員長 

2007~2008年度 

  第 1グループガバナー補佐 

2010~2011年度  

地区職業奉仕委員会 委員長 

その他     MPHF・ベネファクター・米山功労者 

団体暦     川崎青年会議所元 OB会会長 

卓話卓話卓話卓話    

「「「「職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕    ５５５５つのつのつのつの疑問疑問疑問疑問」」」」    

①①①①    職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕のののの重要性重要性重要性重要性    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

②②②②    四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト    
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③③③③    職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕のののの具体的奉仕活動具体的奉仕活動具体的奉仕活動具体的奉仕活動についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

④④④④    職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕とととと相互扶助相互扶助相互扶助相互扶助のののの精神精神精神精神    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

⑤⑤⑤⑤    100100100100周年後周年後周年後周年後のののの職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕のありのありのありのあり方方方方    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

卓話のお礼に花束を渡辺会長より 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

次回 10月 20日（水）の例会 

 

卓話 

 

米山奨学生 喬 禹翔 君 
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