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●司会  須山 文夫 ＳＡＡ 

●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 

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    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

第第第第 2590259025902590地区地区地区地区パストガバナーパストガバナーパストガバナーパストガバナー    

川崎南川崎南川崎南川崎南 RCRCRCRC                                                        成田成田成田成田    行雄行雄行雄行雄    様様様様    

 

 

 

 

 

 

本日本日本日本日のののの特別特別特別特別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    富士夫富士夫富士夫富士夫    会長会長会長会長    

国際親善奨学生国際親善奨学生国際親善奨学生国際親善奨学生    正候補者正候補者正候補者正候補者                    内田内田内田内田    夏樹夏樹夏樹夏樹    さんさんさんさん    

カウンセラーカウンセラーカウンセラーカウンセラー                                        竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    副会副会副会副会長長長長    

学歴学歴学歴学歴    

2001年 川崎市立  川中島小学校 卒 

2004年 川崎市立  川中島中学校 卒 

2007年 神奈川県立 新城高等学校 卒 

2011年 白百合女子大学 文学部児童文化学科 

               発達心理学専攻 卒 

ご家族  6人家族 

4月の面接試験に合格され、今後志望大学に合格した後、 

奨学金が決定します。 

志望大学志望大学志望大学志望大学    

第 1志望校 フィリピン国際大学 （2.AUS  3.GBR） 

 

ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶                                                        内田内田内田内田    夏樹夏樹夏樹夏樹    さんさんさんさん    

ご紹介いただきました、内田夏樹と申します。 

この度、川崎大師ＲＣさんに推薦いただきまして 

国際親善奨学生の正候補者になることが出来ました。 

竹田さんのお話の中にもありましたがこれから大学院

に応募し合格通知をいただいてからになりますので 

まだ色々お世話になりますが宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

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    連治連治連治連治    親睦委員長親睦委員長親睦委員長親睦委員長    

川崎川崎川崎川崎ＲＣＲＣＲＣＲＣ                                                        小口小口小口小口    和久和久和久和久    様様様様    

川崎南川崎南川崎南川崎南ＲＣＲＣＲＣＲＣ                                                    覚正覚正覚正覚正    欣一欣一欣一欣一    様様様様    

川崎中央川崎中央川崎中央川崎中央ＲＣＲＣＲＣＲＣ                                                        関関関関    進進進進    様様様様    

川崎川崎川崎川崎マリーンマリーンマリーンマリーンＲＣＲＣＲＣＲＣ                                        小山小山小山小山    宏明宏明宏明宏明    様様様様    

                                                                        鈴木慎二郎鈴木慎二郎鈴木慎二郎鈴木慎二郎    様様様様    

6666月月月月    入会入会入会入会日日日日およびおよびおよびおよび誕生日誕生日誕生日誕生日のののの会員会員会員会員    

入会祝入会祝入会祝入会祝                                            誕生祝誕生祝誕生祝誕生祝    

宮山 光男 会員       長島  亨 会員 

竹田 正和 会員       竹中 裕彦 会員 

伊藤 佳子 会員       鈴木 昇二 会員 

神田 正彦 会員         

中山 周二 会員         

谷澤 幹男 会員 

    

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    
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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１８６１回（本年度 第４２回） 例会 平成２３年 ６月 １日  －晴－ 
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会員会員会員会員奥様誕生祝奥様誕生祝奥様誕生祝奥様誕生祝    

寺尾  巌 会員 奥様 富美代 様 

水口  衛 会員 奥様  史子 様 

坂東 保則 会員  奥様  裕子 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    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

・地区より会員 1人あたり 1万円以上の寄付依頼が着

ておりますが当クラブとしては、4 月に訪問してき

ました佐沼ＲＣ(友好クラブ)に義捐金を直接渡した

いと思います。会員皆様に於いてはご協力の程、宜

しくお願い致します。目標金額は 100万円です。 

  ･川崎ＲＣが本来ならば 60 周年記念式典を執り行う

予定でしたが、震災後で式典を中止いたしました。 

今回 60 周年のあゆみということで記念誌を頂きま

したので皆様ご一読願いますようお願い致します。 

回覧いたしますが、事務局にもございますので宜し

くお願い致します。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                    鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

・塩原温泉川崎大師厄除け不動尊 35周年記念法要のの

ぼり旗、火伏護りを会員の皆様にお願いしております

がまだ希望数が少ない為、再度お願い申上げます。 

 のぼり旗 1本 5千円、火伏護り千円です。ご協力お願

い致します。 

・次々週に行われる理事退任挨拶がございますので、例

会への出席をお願い致します。 

・3.11 写真集を申込まれた方は、代金引換で写真集を

受取って下さい。宜しくお願い致します。 

 申し込みをされていない方も余分にございますので

1冊千円です。宜しくお願い致します。 

・事務局不在連絡 

 6月 15日（水）午後は移動例会の為、不在 

 6月 16日（木）午前は移動例会の為、不在 

         15時以降は事務局員連絡会議の為、 

         不在です。 

             (13(13(13(13時時時時からからからから 15151515時時時時まではいますまではいますまではいますまではいます))))    

    

    

    

    

出席報告出席報告出席報告出席報告                                            岩﨑岩﨑岩﨑岩﨑    寛寛寛寛    出席出席出席出席委員長委員長委員長委員長    

メークアップメークアップメークアップメークアップ    

長島 亨・野沢隆幸・大藪善一・水口 衛・須山文夫 

飯塚元明・谷澤幹男            各会員 

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    

川崎南川崎南川崎南川崎南ＲＣＲＣＲＣＲＣ    

成田成田成田成田    行雄行雄行雄行雄    様様様様    

・大変ご無沙汰致しております。本日はつたない卓話を

させて頂きます。 

川崎中央川崎中央川崎中央川崎中央ＲＣＲＣＲＣＲＣ    

関関関関    進進進進    様様様様    

・いつもお世話になります。本日もよろしく。 

川崎川崎川崎川崎マリーンマリーンマリーンマリーンＲＣＲＣＲＣＲＣ    

小山小山小山小山    宏明宏明宏明宏明    会長会長会長会長    

鈴木慎二郎鈴木慎二郎鈴木慎二郎鈴木慎二郎    幹事幹事幹事幹事    

・表敬訪問に参りました。 

一年間ありがとうございました。 

野沢野沢野沢野沢    隆幸隆幸隆幸隆幸    会員会員会員会員    

・東日本大震災の復興を念じています。被災地から時折

明るいニュースの届く時、嬉しく思います。 

先日は竹田正和会員にお世話になりました。 

石川石川石川石川    庸庸庸庸    会員会員会員会員    

・成田パストガバナー、日頃より大変お世話になってお

ります。本日は色々なロータリー逸話をお聞きできる

と楽しみにしております。これからも宜しくご指導の

程をお願い致します。 

須藤須藤須藤須藤    宏宏宏宏    会員会員会員会員    

・なかなか出席できなくて申し訳ありませんでした。 

 ようやく時間が出来ました。 

牛山牛山牛山牛山    裕子裕子裕子裕子    会員会員会員会員    

・成田パストガバナー、ようこそおいで下さいました。 

 「ロータリー夜話し」楽しみです。宜しくお願い申し

上げます。 

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1860 回 64 57 41 16 71.92% 

1858 回 64 57 37 20 64.91% 

前々回の修正メークアップ   7名 修正出席率          77.19% 
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伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    副会長副会長副会長副会長    

・いよいよ最終月になりました。 

 地区パストガバナー成田様、ようこそお越し下さいま

した。楽しみにしておりました。 

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

・成田パストガバナー、無理なお願いを聞いて頂きあり

がとうございました。本日の卓話宜しくお願いします。 

・内田夏樹さん、ようこそ大師へ。国際親善奨学生合格

おめでとうございます。 

・渡辺年度も残り 1ヶ月です。ラストスパート頑張りま

しょう。 

鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

・成田パストガバナー、本日は卓話宜しくお願い致しま

す。 

・本年度も後 1ヶ月となり、寂しいやら、ほっとするや

らそんな日々を送っています。 

渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

・本日はパストガバナー成田様の卓話を楽しみにして 

 います。宜しくお願い致します。 

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    

地区地区地区地区パストガバナーパストガバナーパストガバナーパストガバナー    成田行雄成田行雄成田行雄成田行雄    様様様様    

「「「「奉仕奉仕奉仕奉仕のののの喜喜喜喜びびびび、、、、ロータリーロータリーロータリーロータリーでのでのでのでの奉仕奉仕奉仕奉仕のののの意義意義意義意義」」」」    

宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。    

水口 衛・船山昭三・飯塚元明・大藪善一・白石浩司 

寺尾 巌・石渡勝朗・村石庄作・野沢隆幸・中村眞治 

鈴木幹久・嶋崎嘉夫・増田昌美・鈴木節夫・布川二三夫 

谷澤幹男         各会員   合計 64,000円 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

ローターアクトローターアクトローターアクトローターアクト委員会委員会委員会委員会                        武者武者武者武者    惠吾惠吾惠吾惠吾    委員長委員長委員長委員長    

川崎大師ＲＡＣよりバザーのお知らせがきております。 

ご家庭で不要なもの（未使用）がございましたら 

6月 8日（水）までに事務局へお届け願います。 

宜しくお願い致します。 

国際大会国際大会国際大会国際大会のののの報告報告報告報告          牛山牛山牛山牛山    裕子裕子裕子裕子    会員会員会員会員    

アメリカ・ニューオリオンズでの国際年次大会でした。 

期間は 5月 21日～25日です。成田から出発し成田へ到

着までまる 2日間くらい飛行機に乗っていました。 

現地での滞在は 2日半くらいです。 

場所がＪＡＺＺの本場ですので音楽の国際大会で非常

に楽しい大会でした。荘厳とか記憶に残る大会でなく 

会長以下参加者みんなが楽しんだ大会だと思います。 

次年度の国際大会は会場がタイ・バンコク、日程は 

5月 6日～9日です。 

 

 

 

 

 

 

次々年度は国際ＲＣ会長に日本の埼玉八潮ＲＣ田中さ

んがなられますが９９％日本での国際大会はございま

せん。今回 2590地区からの参加者が非常に少なかった

為、1人で行動していました。各ＲＣの会長経験者は全

員名前が登録されています。途中食事をしていたら、隣

にオハイオ州のガバナー夫妻がおられ、このあと一旦帰

りますがよければ例会に参加しませんかと誘われ一緒

に飛行機に乗りヒルクレストという所の夜間例会に参

加して来ました。ここも楽しく 2時間ほとんど食べて踊

っている例会でした。決して国際大会は堅苦しいもので

ありませんので是非皆様に参加をして戴きたいと思い

ます。また、英文の手続き要覧を手に入れましたのでご

覧になりたい方は、ご連絡下さい。 

卓話者卓話者卓話者卓話者のののの紹介紹介紹介紹介                                                                    竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    副会長副会長副会長副会長    

成田 行雄 様 

昭和 9年 5月生まれ  神奈川県横浜市鶴見区在住 

昭和 32年 3月 中央大学商学部 卒 

     4月 （株）成田屋商店 入社 

昭和 50年 4月 代表取締役 就任 

平成 12年 4月 （株）ＮＹＫ不動産 設立 

代表取締役 就任 

団体暦団体暦団体暦団体暦    

昭和 35年 川崎青年会議所 入会 

昭和 47年 同 理事長および関東ブロック副会長 

昭和 48年 日本青年会議所 問題特別委員長 
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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    

ロータリーロータリーロータリーロータリー歴歴歴歴    

昭和 50年（1976～77） 川崎南ＲＣ 入会 

平成 8年（1995～96） 同クラブ 会長 

平成１０年（1997～98） 第 2590地区第 1分区代理 

            (第１グループガバナー補佐) 

平成１５年（2002～03） 第 2590地区 ガバナー 

平成２３年（2010～11） 地区研修委員長 

卓話卓話卓話卓話                成田成田成田成田    行雄行雄行雄行雄    様様様様    

久しぶりに大師クラブへ来ました。 

ガバナーを終えてから大師クラブには来なくなりまし

た。決して嫌いになった訳ではなく逆にあまりにも知り

過ぎていて来なかったのだと思います。先般卓話のお願

いに来られて時ちょうどいい機会だと思いお引き受け

しました。でも何を話せばよいか、まさかロータリーで

ＪＣのことを話すわけにもいかないし・・・・。 

たまたま当地区パストガバナーの鈴木清次さんが 

「井坂孝の足跡」という本を書かれ頂きましたので 

井坂孝について話をしたいと思います。 

井坂さんというのは日本のロータリーではあまり知ら

れていません。というのは、米山さんがあまりにも有名

すぎて影に隠れてしまったからです。 

しかし米山さん以上に貢献された方です。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

大師ＲＣは元々川崎東クラブだった。昭和４８年２月に

多摩ＲＣと同じ年に創立例会を行っている。 

川崎地区には２１クラブあり大師ＲＣは７番目のクラ

ブだと思います。うちのクラブ（川崎南）も先般５０周

年を向かえ先日２５００回目の例会を行ないました。 

２５００回はなかなか凄い事だと思いますし、大師さん

も１８６０回とこれまた凄いと思います。 

大師さんも４０周年を迎えるにあたり、チャーターメン

バーがまだ居られるクラブは素晴らしいと思います。 

本人の精進もあるがクラブが楽しいからだと思います。 

他のクラブでは会長をされた方が退会する傾向が多い

が本来会長をされてからロータリーが分かり楽しくな

ると思っています。クラブのフォローが必要です。 

色々な事情で退会される方もいますがロータリーは卒

業がありませんので皆さんも楽しんでいただきたい。 

 

この後、「ロータリーの友」に必ず目を通してほしいと

話され、横浜ＲＣが特にロータリーの友をバックアップ

していると話されていました。 

ロータリーの友編集委員会には当地区より、 

中山義之さん（横浜南）上野孝さん（横浜）、 

神崎正陳さん（2890 地区茅ヶ崎湘南）と神奈川からは

特別顧問が居ります。 

 

 

 

 

 

 

井坂孝さんについてのお話は、「井坂孝の足跡」の本か

ら抜粋された部分をお読みになられ、時間が足りなく 

「ロータリーは時間を守らなければいけない」という事

で、次回再度、卓話をお願いし当クラブの例会でお話し

ていただくことで今回の卓話は終了致しました。 

もしよければ、「井坂孝の足跡」の本を購入され、 

卓話の内容を読んでみて下さい。 

    

次回 6月 15日（水）例会 

 

一泊移動例会 

勝浦ホテル三日月 

18：00 点鐘 

 

 

クラブ会報委員会：村石庄作／水口衛／秦琢二 


