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●司会            水口 衛 副ＳＡＡ 
●点鐘              増田 昌美 会長 
●斉唱    「君が代」「奉仕の理想」 
   ♪ソングリーダー 石川 庸 会員  

 
ゲストの紹介          増田 昌美 会長 
入会予定者            小泉 知寛 様 
 
来訪ロータリアンの紹介  岩井 茂次 親睦委員長 
川崎ＲＣ             永野 正  様 
                 市川 洋治 様 
川崎中央ＲＣ            関 進  様 
 
５月入会祝・奥様誕生祝・会員誕生祝 
            岩井 茂次 親睦委員長 
入会祝 
・寺尾 巌  会員  １９７１年０５月１１日 
・岩崎 寛  会員  ２００４年０５月１２日 
・鈴木 昇二 会員  ２００４年０５月１２日 
奥様誕生祝 
・長島 亨  会員   奥様   キヨ子 様 
・細谷 重徳 会員   奥様   やす子 様 
・石渡 利治 会員   奥様   紀美子 様 
・清水 宏明 会員   奥様   晶子  様 
・秦 琢二  会員   奥様   明子  様 
会員誕生祝 
・遠藤 悦弘 会員 
・荒金 眞弘 会員 

・須山 文夫 会員 
・牛山 裕子 会員 
・須釜 賢治 会員 
・  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会長報告           増田 昌美 会長 
１．渡辺会員、牛山会員、タイでの国際ロータリー年次

大会に参加、おつかれ様でした。 たくさんのバナ

ー交換をして頂きありがとうございます。 
２．再度のご案内になりますが、「国際ロータリー第

2590 地区 米山学友会主催 東日本大震災復興支

援チャリティーコンサート」の案内が届いておりま

すのでご案内させていただきます。  参加希望の

方は事務局又は幹事まで連絡をください。 
  日時：５月１２日（土） １４：３０～１７：００ 
  場所：馬車道 関内ホール 小ホール 
３．明日、５月１０日に行なわれる漢城 RC３７周年例

会に当クラブから私を含め、５名で参加してきます。 
４．次回グレン＆千杯ロータリー選抜野球大会の案内が

第１９０５回（本年度 第４０回） 例会 平成２４年 ５月９日  曇り 

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

第３９期 

会 長 増田 昌美 

副会長 竹中 裕彦 

    村石 庄作 

幹 事 武者 惠吾 

ＳＡＡ 白石 浩司 

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 

Tel.044-277-7569  Fax.044-288-8550
URL http://kawasakidaishi-rc.com/  E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 



川崎大師ロータリークラブ 週報 第４０号           ２０１２年 ５月１６日 発行  2 頁 

 

 

Reach Within to Embrace Humanity こころの中を見つめよう 博愛を広げるために 2011-12 年度 第 2590 地区 

ホストクラブの米子東 RC より届いております、川

崎大師 RC 野球部は「神奈川代表」として参加しま

すので応援をよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
幹事報告            武者 惠吾 幹事   
１．ガバナーマンスリーレターをポストに入れさせて頂

きましたのでお目通しをお願いします。 
２．他クラブの例会変更の案内を回覧させていただきま

すので、メイクアップの参考にして下さい。 
３．毎年いただいている「日本社会人アメリカンフット

ボール・X リーグ パールボウルトーナメント」の

チケットが川崎市民・こども局より届いております。 
  観戦希望の方は事務局まで連絡をください、チケッ

トの配布は早い者順とさせて頂きます。 
４．５月の川崎大師ＲＡＣ例会は本日と５月２３日です。 
  両日とも当クラブ会員の卓話ですので、お時間の許

す方は是非参加してください。 
   日時：５月９日（水） １９：３０～ 
   場所：川崎市産業振興会館 １０階第一会議室 
   卓話者：牛山 裕子様 
   卓話内容：横浜関内・関外の歴史を踏まえた街づ

くり 
   日時：５月２３日（水） １９：３０～ 
   場所：川崎市産業振興会館 １０階第三会議室 
   卓話者：竹中 裕彦様 
   卓話内容：保険について 
５．６月７日（木）はメモワールプラザソシア２１に於

いて「クラブ事務局連絡会」があり、当クラブの事

務局 竹下さんも参加のため、いつもより早く２時

半には事務局を締めますのでよろしくお願いしま

す。 
  当日、２時半以降事務局への連絡、依頼事項などが

ありましたら幹事の携帯に連絡をください。 
６．本日は例会終了後、１時４５分より第１１回理事会

をこの会場にて開催しますので、出席義務者の方は

お残り頂きますようお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出席報告           船木 幸雄 委員長 

会員数 対象者 出席 欠席

1905 回 60 52 38 14 73.08 ％

1903 回 60 51 28 23 54.90 ％

7 修正出席率 68.63 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

通算 出席率

メイクアップ 
長島 亨、野沢 隆幸、中村 眞治、竹田 正和、 
清水 宏明、牛山 裕子、船木 幸雄     各会員 
 
スマイルレポート(ニコニコボックス) 

竹中 裕彦 副会長 
川崎中央ＲＣ           関   進 様 
色々お世話になっています。本日もよろしく。 
長島 亨 会員 
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５月３１日が女房の誕生日です。 
遠藤 悦弘 会員 
今月は、私の誕生日ですので。 
野沢 隆幸 会員 
漢城ロータリークラブ訪問の皆様、お元気に。よろしく

お伝えください。 
宮山 光男 会員 
本日、例会後姉妹クラブの、ソウル漢城ロータリークラ

ブの３７周年例会に行ってまいります。 
細谷 重徳 会員 
妻の誕生祝の花、本人大変喜んでいました。毎日忙しく、

ついロータリー休みがちですが出来るだけ出席に勤め

ます 
横山 俊夫 会員 
次年度方針を御話しさせて頂きます。 
大藪 善一 会員 
妻への花、大変喜んでいました。 
牛山 裕子 会員 
ＲＩ年次大会「友愛の家」でおつりを多く受け取りまし

たので、お入れします。 
竹中 裕彦 会員 
草野球の皆様、いよいよ決戦の日曜日が近付きました。

体調管理宜しく！ 
本日のニコニコのテーマ 
「横山年度ももうすぐ始まります。皆さんで盛り上がり

ましょう！」 
♪中村眞治♪増田昌美♪船木幸雄♪鈴木幹久 
♪谷澤幹男♪矢野清久♪秦 琢二♪布川二三夫 
♪石渡勝朗♪竹内祥晴♪武者惠吾♪船山昭三 
♪岩井茂次♪須釜賢治♪伊藤佳子♪飯塚元明 各会員 
 
 
 
 
 
 
 

 
委員会報告 
米山学友委員会        鈴木 昇二 委員長 
地区米山学友委員会からのお願いです。５月１２日（土） 
に、米山学友会主催、東日本大震災復興支援チャリティ

ーコンサートがあります。出席を先月締め切りましたが

まだ２００名に届いていません。地区から、再度皆様に

声をかけてください、とのことです。現在当クラブから

は１０人の出席です。出席できる方は私にご連絡くださ

い。  
親睦委員会          岩井 茂次 委員長 
一泊移動例会のご案内です。６月１３～１４日、箱根の

河鹿荘で行います。大勢の会員の方のご参加をお願いし

ます。ゴルフコンペも予定しています。 
国際ロータリー年次大会 
バンコク大会報告        牛山 裕子 会員 
本年度は１０３回、来年度１０４回は日本人がＲＩの会

長ですが、会場は日本ではなくポルトガルのリスボンで

す。２０時間近くかかります。もう登録を受け付けてい

ます。私は登録いたしました。バンコク大会は５月４～

９日まで行われました。今年のＲＩ会長はインドの方で

すが、事業報告に１時間かかりました。その中で、１２

歳までに教育をしっかり行い識字率も上げていく、との

お話もあり、同じアジアでもずいぶん事情が違うんだと

感じました。タイやインドでは、ロータリアンはとても

ステータスが高いです。この大会に日本人は約３千人、

地区からはご家族も含めて１００人の参加がありまし

た。この国際大会に参加できて幸せでした。また日本人

で良かったとも感じました。 
    

第７回クラブ協議会   
横山 俊夫 会長エレクト 

 
「次年度活動方針」 

 
２０１２年～２０１３年度 川崎大師ロータリーク

ラブ第４０代会長に就任することになり、節目の年に
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大変な大役を頂いたこと、誠にありがたく存じており

ます。会員の皆様方と共にロータリークラブの一員と

して活動をさせていただきます。 
微力ではございますが、一生懸命その務めを果たして

いきますので、皆様のご協力をお願いしたいと存じま

す。 
さて、本年度のＲＩ会長は田中作次氏（日本国・第２

７７０地区八潮ＲＣ）日本では３人目のＲＩの会長で

す。本年度のテーマは、「奉仕を通じて平和を」（Peace 
Through Service） 
「平和」が何を意味しているかは、人によって違う。

どの定義が正しいとか、間違っているかということで

はなく、自分にとって平和が意味すること、それがま

さに平和なのです。 
また、第２５９０地区 露木雄二ガバナーは、ＥＸＣ

ＩＴＥ２５９０のテーマの基、１０の重点項目を掲げ

ました。私は４０周年のこの一年間を「飛躍の大師・

健康で明く」をテーマとし、歴史と伝統を統括すると

ともに、更なる発展へと務めて参ります。 
 
クラブ奉仕 
① 魅力ある例会（和やかな中にも規律ある） 
② 会員増強目標 １０％（職業分類調査） 
③ 地区並びに他クラブとの交流（会議・イベント等

への積極的参加） 
職業奉仕 
① 職場訪問（９月中旬） 
② 職業紹介 
社会奉仕 
① 継続事業（土手清掃・さくらポスター・献血推進

活動等） 
② 新規事業（ふれあい動物園） 
③ 友好クラブ支援（東日本大震災） 
国際奉仕 
① Ｒ財団目標      １人    １２０＄ 
② 米山奨学事業寄付目標 

        普通寄付 １人  ５，０００円 
 特別寄付 １人 ２０，０００円 

③ 姉妹クラブとの交流 
新世代奉仕 
① インターアクトの活動の推進 
② ローターアクトの活動の推進 
③ 地区新世代行事への参加 
親睦活動 
① 会員間の交流 
② 新会員のフォロー 
③ 家族と地域・関係諸団体との交流   
すべての奉仕活動において、全員が関心を持って参加

することにより、良き 
４０周年を迎えられると存じます。 
会員の皆様のご支援ご協力宜しくお願い申し上げま

す。 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

次回例会 
平成２４年５月２３日（水） 

卓話 
宮山 光男 会員 

４０周年記念式典事業について 
：クラブ会報委員会： 
岩崎寛／川又竜志郎／久保博和／沼田直輝


