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清水 宏明ＳＡＡ
横山 俊夫会長
「奉仕の理想」
ソングリーダー 須山 文夫会員
エレクトーン生演奏 陽子サマービル様

平成24年9月26日

－晴れ－

会長報告
横山 俊夫会長
・第３・４回クラブ協議会開催のお知らせを会員皆様に
お届けしてあると思います。
本日の例会で、次年度・次々年度の役員の諮問をお願
いいたします。定款・細則第１条 理事及び役員の選
挙・第１節により、次々年度会長１名、次年度会長１
名・副会長１名・幹事・会計・会場監督各１名・理事５
名をこの例会で選挙にする方法または指名委員会のいず
れか一方を選択する事となっておりますのでご提案申し
上げます。
どのようにしたらよろしいでしょうか。皆さんのご意
見を頂ければと思います。通年通り指名委員会の方法で
異議ないでしょうか。
異議なし
第５節により委員長を中村眞治パスト会長として６名
のパスト会長さん、会長、幹事、会長エレクトの９名で
構成される指名委員会を発足したいと思います。
議決権を有する者は幹事及び会長エレクトを除く７名
となります。

来訪ロータリアンのご紹介
川崎ＲＣ 八木 晋郎様
川崎ＲＣ 永野
正様
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・先週佐沼ＲＣさんがお見えになり、卓話もいただきま
した。その後の交流会に出席頂きました会員の皆様有難
うございました。大変喜んでまた感動してお帰りになり
ました。御礼の手紙を頂きましたので、読み上げさせて
頂きます。
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幹事報告

矢野

清久幹事

・米山記念奨学会より以下文書が届きましたので、ご確
認下さい。
－2011年度事業報告書（回覧）
－米山事業に関する豆辞典（メールＢＯＸ）
・10月3日 ガバナー補佐訪問ですので、各委員長の皆
さんは期首資料持参下さい。
・10月3日 例会場変更となります。金剛閣3Ｆ
・会員名簿 10月3日の例会時配布いたします。
・本日第3回クラブ協議会

川崎大師ロータリークラブ会長 横山俊夫様
冠省 この度は貴クラブの例会にお招きいただき誠に有
難うございました。復興支援につきまして貴クラブに偉
多大なお世話になりましたことに、深く感謝申し上げま
す。
さて今回の訪問ではお忙しい中、貴クラブに心のこも
ったご接待をしていただき一同感激いたしました。また
立派な会場での例会や川崎大師の見学は、私たちにとり
まして勉強になりました。改めて川崎の素晴らしさと大
きさに触れ、貴重な体験になりました。
夜の歓迎会ではおいしいご馳走とおいしいお酒をいた
だき、川崎の夜を堪能させていただきました。また、会
長様には朝早いにも関わらずお見送りをしていただき、
お土産まで頂戴いたし恐縮いたしております。
南三陸につきましては例会で説明のとおりでございま
すが、本格復興はまだまだこれからというのが現状でご
ざいますので、今後とも貴クラブのご支援をいただきな
がら、当クラブの復興支援特別委員会を通して継続して
まいる所存でございますので、この後もよろしくご指導
ご支援のほどお願い申し上げます。
乱文乱筆でございますが書中をもって取りあえず御礼
出席報告
申し上げます。ご接待いただきました会員の皆様にもよ
会員数 対象者
ろしくお伝えください。末筆ながら貴クラブの益々のご
隆昌をご祈念申し上げます。
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平成24年9月23日
前々回の修正 メークアップ
佐沼ロータリークラブ
会長 遠藤 光則
幹事 猪股 育夫
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この後、ニコニコにまた多額に頂戴いたしました。皆
様にくれぐれもよろしくという事でお帰りになりました。

・10月3日 山本ガバナー補佐訪問です。
多くの会員の方のご出席を賜りたいと思います。
・10月3日 会長・幹事会が川崎大師ＲＣ担当で行われ
ます。
・本日川崎大師ＲＡＣ地区公式訪問開催があります。
産業振興会館にて19：30～です。
卓話者：地区ＲＡ委員長 増﨑委員長
・10月12日に行われるチャリティディナーパーティーで
すが、１４名出席を頂きました。ありがとうございま
す。
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メークアップ：
野沢会員、林会員、安藤会員、渡辺会員、
鈴木（昇）会員、須山会員、秦会員、牛山会員、
御手洗会員
川崎大師ロータリークラブ

週報

第12号

Peace Through Service 奉仕を通じて平和を
スマイルレポート（ニコニコボックス）
岩井

2012-13年度 国際ロータリー第2590地区

川崎ＲＣ 八木 晋郎様
本日お世話になります。

本日のニコニコのテーマ
皆さんで山本ガバナー補佐をお迎えしましょう。
長島
亨会員
澤口みよ子会員
野沢 隆幸会員
石渡 勝朗会員
増田 昌美会員
渡辺冨士夫会員
竹内 祥晴会員
岩井 茂次会員
谷澤 幹男会員
秦
琢二会員
沼田 直輝会員
伊藤 佳子会員
坂東 保則会員
牛山 裕子会員
竹中 裕彦会員
合計 64,000円

川崎ＲＣ 永野 正様
本日はお世話になります。

委員会報告

茂次副会長

佐沼ＲＣ 遠藤 光則様
お世話になりました。

新世代奉仕委員会
須山文夫委員長
11月22・23・24日に地区ＲＹＬＡが開催されます。
19歳～30歳までの青年男女 職業は問いません。
該当される方がいらっしゃいましたらご推薦お願い致し
ます。詳細は事務局または須山まで

船山 昭三会員
Ｂグループのファイヤーサイドミーティング出席の皆
様ご苦労様です。途中、退席しまして申し訳ありません。

野球同好会
沼田 直輝キャプテン
明日9月27日 2790地区野球リーグ大会出場に出場し
ます。開催場所は千葉マリーンスタジアムです。
鈴木 幹久会員
日頃の練習の成果を存分に発揮できるよう頑張って参
①9月29日創立40周年を迎えます。現役を続けますので、 ります。怪我をしないように帰ってきます。宜しくお願
更なるご支援をお願い致します。
いします。
②9/24（月）日経に当社の記事が載りましたので。
横山 俊夫会長
秋らしくなりましたね。体調にお気を付け下さい。
小林 勇次会員
今月でクールビズも終りですね！！私の頭の中は年中
クールビズです。
矢野 清久会員
本日は、第3回クラブ協議会です。来週は、山本ガバナ
ー補佐を皆さんでお迎えしましょう。
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第3回クラブ協議会
議長

横山

俊夫会長

10月3日に山本ガバナー補佐訪問されます。皆さんに
は期首資料にもとづいて発表して頂き、それをもって山
本ガバナー補佐はまとめて露木雄二ガバナーに報告し、
10月17日に露木ガバナー訪問の際にその報告を基にお話
しする予定です。
来週の予定
会場 金剛閣の3Ｆ（畳の部屋）に変更
12：30～1：00
通常のセレモニー
1：00～1：30
山本浩司ガバナー補佐 卓話
1：30～3：00
各委員会発表
（期首資料に基づき説明）
小委員長が欠席の場合は代理委員長
が説明して下さい。
席（座り方）は期首資料の順番でお願いします。各委
員会（大委員会、小委員会）で出席の確認を事前にして
おいて下さい。担当でなくても是非ご出席お願いします。
本日、大委員長で欠席されている方には私と幹事で連
絡致します。
本来ですと期首資料の中に40周年記念事業実行委員長
の計画的なことも入れるべきだと後から感じた次第です。
既に実行委員会が進んでいます。できればこの中で40周
年のことについても少し触れさせて頂きたいと思います。
会長・幹事会では来年2月に40周年をやることはすでに
伝えてあります。ガバナー月信のスケジュールにも入っ
ております。同じ40周年で7月には幸ＲＣがすでに終わ
っております。その次に当クラブの40周年という事にな
ります。

2012-13年度 国際ロータリー第2590地区

ガバナー補佐、ガバナーにはすでに計画書は目を通し
て頂いているという事ですので、具体的に今行動してい
ること、計画の中で進んでいる部分等をお話し頂くと大
変ありがたいとの事です。
9月末現在で全ての委員会が計画通り進んでいるかと
いうと、まだ形になっていないところもありますので、
形になったところは報告をお願いします。又今後の考え
ている事等もお話しいただければと思います。地区の委
員会に出られた感想など率直な意見もお話しいただける
といいと思います。
普段から地区に出られている方の報告、クラブに持ち
帰れるような仕組みを作って頂きたい。議事録的なもの
を一枚提示できればありがたいと思います。
今日メールＢＯＸにクラブ社会奉仕委員長会議の報告
が入っていたと思います。ご面倒になるとは思いますが
このような形で出していただけると皆さん方にもよくわ
かると思います。
ガバナー補佐の役目は第一グループ８つ廻ります。そ
れぞれのクラブの特徴はあると思います。大師ＲＣはど
のような特徴があるのか既にご存知だと思いますが、せ
っかくの機会ですのでＰＲもしながら頑張っていきたい
と思います。
ガバナーは10/17に訪問、パワーポイントを使った卓
話、すべてクラブによって変えているので、その為にガ
バナー補佐訪問時の情報を頂きながら作り変えていると
いうお話を伺っております。ある程度本筋はあるのでし
ょうがクラブにあった作り方をしているという事です。
その為のクラブ協議会でガバナー補佐がきっちっとまと
めて、ガバナーに報告をするという責務があるとお聞き
しておりますのでよろしくお願いしたいと思います。
来週、是非多くの方のご出席をお待ちしております。

Ｑ：時間的にはだいたいどのくらい
Ａ：委員会の数からして2～3分位（目安）、一つごとの
区切りでガバナー補佐の方からご回答、ご質問など頂く
ことがありますので、3分位で要点をつかんでお話しい
ただければと思います。

日時：平成２４年１０月１０日(水)は通常例会です。
卓話：地区米山奨学委員長 倉知恒久様
「タイの米山学友設立」
クラブ
会 報
委員会
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