Peace Through Service 奉仕を通じて平和を

2012-13年度 国際ロータリー第2590地区

2012-2013年度
国際ロータリーのテーマ

川崎大師ロータリークラブ 週報
会 長
副会長

横山 俊夫
岩井 茂次
小林 勇次
幹 事 矢野 清久
ＳＡＡ
清水 宏明

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２:３０〜
例会場：大本山川崎大師平間寺金剛閣
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://www.kawasakidaishi-rc.com/
E-mail:daisi-rc＠eagle.ocn.ne.jp

第1920回（本年度
●司
●点
●斉

会
鐘
唱

第8回）例会

清水 宏明ＳＡＡ
横山 俊夫会長
「それでこそロータリー」 須山

●本日のゲストのご紹介
国際親善奨学生 内田

横山

文夫会員

俊夫会長

夏樹さん

ご挨拶
只今ご紹介に預かりました国際親善奨学生の内田夏樹
と申します。
昨年の６月位に初めて例会に参加させていただいてか
らもう１年以上が経ちました。ようやく皆様にフィリピ
ン大学大学院地域開発のコースの合格をご報告する事が
出来ます。先週合格の知らせを聞いて、今やっと実感が
わいてホッとしているところです。
地域開発のコースは、発展途上国における地域の開発
を目的としています。大学時代は白百合女子大学児童文
化学科発達心理学科に所属しており、そこで小学校の教
職課程にも在籍しておりましたので、心理学と言っても
子どものことがメインです。子どものことにほとんど身
を置いていたので地域開発の分野に於いても子どものこ
と、ストーリートチルドレンや働いている子ども達のケ
アー、教育の普及、学校の設立等を主に勉強したいと思
っています。
きっかけとなったのは2008年にフィジーに１ヵ月半ほ
ど英語の勉強をしに行きました。その時のホストシスタ
ー達がまともに学校に行く事が出来ないとか、学校に行
っても学ぶ意義が見つけられないということにすごく衝

平成24年8月29日

－晴れ 猛暑－

撃を受けて、世界の現状を勉強してみたい、ちゃんと向
き合ってみたいなというところから始まりました。
2008年に思い立って2012年の今スタート地点にやっと
立つ事が出来て胸がいっぱいでこれからが楽しみです。
川崎大師ＲＣの皆さんのご推薦を受けて川崎大師の奨学
生としてフィリピンに2年間行って参ります。その名前
に恥ない様に一生懸命、とにかく元気にたくさん学んで
2年後帰ってきたいと思います。
2年間滞在中はいつでも遊びにいらして下さい。ゴル
フ場もたくさんありますし、ご飯もおいしい所です。直
行便ですと4時間で来られます。来月半ばに渡航して、
時々帰ってきますのでその時にはご挨拶と顔を見せに伺
いたいと思っています。今後も応援とご支援を宜しくお
願いします。有難うございました。
来訪ロータリアンのご紹介
飯塚
川崎中央ＲＣ 中村 紀美子様

元明親睦委員長

会長報告

横山

俊夫会長

１．訃報
川崎ＲＣ第49代会長 戸村 昭会員 8月25日ご逝去
２．チャリティーディナーパーティご案内（回覧）
10月12日（金）新横浜国際ホテル
来年市川ガバナー年度に大師ＲＣがパーティの担当に
なっております。渡辺パスト会長、清水会員にこの会議
に出ていただいており、着々と来年の準備が進められて
います。大師としても大勢の方にご参加して頂きたいと
思います。
川崎大師ロータリークラブ
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幹事報告

矢野
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清久幹事

１．9月12日職場訪問移動例会のお知らせ 本日締切り
２．近隣クラブ例会変更（回覧）
３．（メールＢＯＸ）床屋紹介 夏限定超人気メニュー

細谷 重徳会員
欠席がちで申し訳ない。皆さん熱中症にご注意くださ
いませ。牛山さんが９月１日10時33分ケイタイに防災メ
ールが入るという事です。
出席報告

水口
会員数

対象者 出

席 欠

席

衛会員
出席率

1920回

５６

４７

３２

１５

68.08 ％

1918回

５６

５０

２８

２２

56.00 ％

前々回の修正 メークアップ 5 名 修正出席率

66.00 ％

鈴木 昇二会員
内田夏樹さん、フィリピン大学合格おめでとうござい
ます。ガンバリましょう。
横山 俊夫会長
内田夏樹さん、大学合格おめでとう。増田年度、本日
で全て終了しますね。お疲れ様でした。
増田 昌美会員
クラブ協議会、決算報告です。これで名実ともに会長
終えることができます。皆様ありがとうございました。
竹田 正和会員
・内田夏樹さん、無事の留学生活を祈念して。
・増田年度の決算お疲れ様でした。
武者 惠吾会員
会員の皆様、増田年度１年間お世話になりました。本
日は活動報告書を出させて頂き、決算報告をさせて頂き
ますので慎重なる審議をよろしくお願い致します。
矢野 清久会員
内田夏樹さん合格おめでとうございます。楽しんで勉
強をして来て下さい。

メークアップ：
中村会員、増田会員、竹田会員、武者会員、須山会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）
小林

勇次副会長

川崎中央ＲＣ 中村 紀美子様
お世話になります。
遠藤 悦弘会員
渡辺様、大藪様、伊藤様お帰りなさい。同行出来なく
て申し訳ありませんでした。
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小林 勇次会員
内田さん合格おめでとうございます。増田年度の理事、
役員の皆様お疲れ様です。横山年度の例会もよろしく御
願い致します。

本日のニコニコのテーマ
増田年度理事・役員の皆様一年間お疲れ様でした。
決算報告、宜しくお願いいたします。
鈴木 幹久会員、船木 幸雄会員、水口
衛会員
坂東 保則会員、牛山 裕子会員、飯塚 元明会員
秦
琢二会員、沼田 直輝会員、岩井 茂次会員
小泉 知寛会員
合計 35,000円
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委員会報告
職業奉仕員会 船木 幸雄委員長
9月12日の職場訪問、参加宜しくお願いします。

2012-13年度 国際ロータリー第2590地区

クラブ奉仕委員会 小林 勇次副会長
職業分類表を作成しておりますが、会員の皆様で分類
が変わった方はお知らせください。

地区委員会 中村 眞治会員
地区ＧＳＥからお願いです。
10月13日 南アフリカから5名のＧＳＥメンバーが
2590地区にまいります。それのホストファミリーの（10
月14日～10月17日）お願いです。

社会奉仕委員会
沼田 直輝委員長
本日、例会終了後社会奉仕委員会を開催します。
各小委員長、副委員長、委員の方は出席お願いします。

プログラム委員会 鈴木 昇二委員長
9月19日の卓話では、2520地区 佐沼ＲＣ復興支援委員
長 阿部 賢悟様（パスト会長）が来訪されます。
佐沼ＲＣより7名で来訪され、例会に出席されます。
18時より懇親会を開きます。詳細は来週の例会でご案内
します。
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新世代奉仕委員会 須山 文夫委員長
8月27日にクラブ新世代奉仕委員長会議がありました。
当日、韓国に海外研修旅行中で、地区インターアクト
委員長が現地より実況中継報告をしてもらいました。
ローターアクト委員会では、拡大を行うという事で
ローターアクトキャンペーンを行うということです。
9月1日に青少年交換 帰国生の報告会と来日生の報告
会があります。本日までは登録受付けております。
RYLA委員会からは、11月22日～24日 宮城県の地元の
産業振興祭のお手伝いをさせて頂き、震災から１年半経
った被災地のこころの復興のお手伝いをさせて頂きます
ので、受講生をご推薦下さい。
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第２回クラブ協議会

2012-13年度 国際ロータリー第2590地区

質疑応答
議長

横山

俊夫会長

牛山会員：雑収入の欄 ※で内訳が書いてある中に地区
補助金187,000円は雑収入でよろしいのでしょうか？
増田年度決算報告
武者：処理の仕方は前年度を参考にしておりますので、
可能であれば横山年度から検討して頂くか、皆さんでご
増田直前会長挨拶
審議いただきたい。宜しくお願いします。
いよいよ最後の大仕事という事で本日決算報告ですが、 議長：実際にはどのように処理したらよろしいのかお分
かりになる方いらっしゃいますでしょうか？
皆さん忌憚のないご意見を頂いて無事に終わらせたいと
牛山：科目を設けたらいいのではないですか？
思います。在任中は皆様ご協力いただき今日にこぎつけ
議長：雑収入から外して項目的に地区補助金という項目
る事ができました。やり残したかなと思う事がいくつか
で収入が187,000円で。
あります。会員の増強が大幅に達せずという事、東北の
牛山：雑収入の中でその他に入れないでほしい。
議長：雑収入の中のその他で括らないで地区補助金とい
復興ご支援は佐沼RCとの連携がうまく取れないまま終わ
う事で187,000円と明記した方がよろしいでしょう。拍
ってしまいました。
手でご承認いただけると(拍手)
これは本年度の横山会長、40周年という大きなイベン
トを控えております。そこで少しでも継続という形で続
けていって頂きたい。継続とは1回や2回では言わないと
40周年実行委員会 宮山 光男実行委員長
思います。鈴木年度あたりまでは、最低限続けなければ
40周年経過報告です。8月6日に第3回記念事業委員会
いけないと個人的には思っております。
を行いました。総務委員会からは9月末には招待者等の
リストアップをしたいので事業内容を早めに決定して頂
きたいとの報告がありました。行事担当委員会からは、
ウェルカムについて2月22日(金)150名程度の会場準備を
商工会議所3Fホールを仮押さえしています。また式典は
2月23日 横浜ベイシェラトン4F 250名収容の部屋 確
保との報告を頂いています。事業担当委員会には、皆様
方から貴重なご意見をお伺いし、私から会員の皆さんに
事業の説明とアンケートを配布して事業案を依頼します。
8月17日に第4回記念事業委員会を開催しました。その
際に今まで出た案に関して協議・アンケートの回答を参
考にて、本日18時から実行委員会を開催しますのでご参
加お願いします。

武者直前幹事 決算報告
資料
P40～42 収支決算書 一般会計・特別会計・財産目録
説明
P43 監査報告書

横山 俊夫会長
本日18時から参加される方、忌憚のないご意見を頂い
て事業だけでなく庶務関係、記念誌関係等と連携をして
速やかな進行をしなければいけないので是非ご協力をお
願いしたい。
日時：平成２４年９月１２日(水)は
職場訪問移動例会です。
クラブ
会 報
委員会
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琢二／竹内
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