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第 2002 回（本年度 第 43 回） 例会 平成 26 年 5 月 28 日  晴  

  

 

●司会              秦 琢二 ＳＡＡ 

●点鐘             鈴木 昇二 会 長 

 

●斉唱  「奉仕の理想」 

     ♪ソングリーダー    石渡 利治 会員 

 

●卓話者の紹介         鈴木 昇二 会 長 

個人事務所「イエダプラス」代表 家田 利一様 

 

●来訪ロータリアンの紹介   水口 衛 親睦委員長 

 ・川崎南 RC 小林 和雄 様 

 ・川崎幸 RC 押山 兼二 様 

会長報告             鈴木 昇二 会長 

１、ＩＭの報告書（DVD 仕様）が川崎稲生 RC より届い

ています。事務局に保管してあります。 

２、第 24 回日本ロータリー親睦ゴルフ 北海道大会のご

案内が届いています。 

幹事報告             清水 宏明 幹事 

１、社会福祉法人育桜福祉会より広報誌が届いています。 

２、ロータリーレート 6 月は 1 ドル=102 円です。 

２、他クラブの例会変更のお知らせを回覧します。 

 

委員会報告  

社会奉仕委員会         矢野 清久 委員長 

6 月 12日（木）聖クララ幼稚園にて、移動動物園を行いま

す。春日山部屋の力士 3名も参加し、動物と力士とのふれ

あいを行う予定です。移動例会の後ですが、多くの会員の

参加をお願い致します。 

草野球同好会           増田 昌美 会員 

去る 5月 25 日川崎市民大会第 1回戦で惜敗しました。 

神奈川県大会、全国大会に向けて頑張ります。今後とも皆

様の応援宜しくお願いします。 

川崎大師ロータリークラブ週報 
第 41期 

会 長 鈴木昇二 

副会長 牛山裕子 

幹 事 清水宏明 

ＳＡＡ 秦 琢二 

 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０

 

 Tel.044-277-7569  Fax.044-288-8550 

URL http://kawasakidaishi-rc.com/   E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 

 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館

 

http://kawasakidaishi-rc.com/


川崎大師ロータリークラブ 週報 第４1 号          ２０１４年 6 月 4 日 発行   2 頁 

 

 

Engage Rotary Change Lives ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を  2013-14年度 第 2590地区 

出席報告           須山 文夫 出席委員長 

会員数 対象者 出席 欠席

2002 回 55 45 27 18 60.00 ％

2000 回 55 45 28 17 62.22 ％

6 修正出席率 75.56 ％

出席率

前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

メークアップ 

安藤 賢一・増田 昌美・竹中 裕彦・石渡 利治 

水口 衛・飯塚 元明      各会員 

スマイルレポート       前田 良賢会員 

川崎南 RC 小林 和雄 様 

・ご無沙汰です。本日はお世話になります。 

鈴木幹さん・野澤さん・竹田さん先日はありがとうござ

いました。 

川崎幸 RC 押山 兼二 様 

・本日はお世話になります。 

島岡 榮基 会員 

・一昨日は、竹中会員にお世話になりました。 

・家田さん、本日のスピーチ楽しみに拝聴させて頂きます。 

遠藤 悦弘 会員 

・先日は竹中様ありがとうございました。 

今月 22 日で古希になりました。いよいよ大台です。 

鈴木 幹久 会員 

・家田様、本日の卓話楽しみにしております。 

・島岡さん、本日はありがとうございます。 

野澤 隆幸 会員 

・小林さん・押山さん、ようこそお出で下さいました。 

宮山 光男 会員 

・5 月 25 日、横山さん・矢野さん、お世話になりありが

とうございます。 

細谷 重徳 様 

・遅れて申し訳ありません。妻の誕生日の花、どうもあり

がとう。喜んでいました。 

中村 眞治 様 

・25 日の市民大会出場の皆様、大変お疲れ様でした。 

 内田・永松さんのデビューを祝して、今後とも野球部へ

のご支援ヨロシクお願い致します。 

竹田 正和 会員 

・川崎南 RC 小林様、川崎幸 RC 押山様、ようこそ大師へ！ 

竹中 裕彦 会員 

・草野球の皆さん、惜敗残念でしたネ。 

県大会と全国大会（久留米北 RC 主幹）頑張りましょう。 

・島岡さん・鈴木幹さん・遠藤さん楽しい勉強会にお招き

いただきありがとうございました。 

・昨夜、FSM ご出席の皆様、お疲れ様でした。 

横山 俊夫 会員 

・本日は、私が代表を務める赤十字奉仕団、第 29 回総会

の為、欠席させて頂きます。 

牛山 裕子 副会長 

・本日夕方、RI 国際大会開催地シドニーへ向かいます。 

ロータリアン家族としてまた、ロータリアンとして今回

で 30 回目の参加となります。 

 来年以降も健康に留意して自己レコードを伸ばしたい

と思っております。 

鈴木 昇二 会長 

・家田利一様、ようこそお出で下さいました。 

 「中国では普通のこと」面白そうなテーマです。 

宜しくお願いします。 

本日のニコニコのテーマ 

「家田利一様、本日の卓話宜しくお願い致します」 

秦 琢二・水口 衛・永松 慎太郎・坂東 保則 

船山 昭三・前田 良賢・増田 昌美・出井 宏樹 

岩井 茂次・矢野 清久・石渡 勝朗・石渡 利治 

各会員 

卓話者の紹介           島岡 榮基 会員 

 

家田 利一様 

1974年 早稲田大学第 1文学部卒業 博報堂入社 

制作職としてクリエイティブの仕事を続ける 

在職中に手がけた CMは 1200 本以上。広告賞を多数受賞す

る。 

2010 年～12 年、中国で勤務した後、博報堂を退社し 2012

年個人事務所「イエダプラス」を設立現在に至る。 

www.iedaplus.com   フェイスブックもやってます。 

http://www.iedaplus.com/
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卓話 

「中国では普通のこと」 
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スケジュール予定 

6 月 25 日(水) 通常例会 ◇会長・幹事退任挨拶 

地区関係 

6 月 15 日(日)ＲＡ「第４４回地区協議会」 

6 月 28 日(土)Ｒ青少年交換 2013-14 年度来日学生修了

証書授与式並びに歓送会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今回の週報に掲載させていただいた資料は抜粋ですの

で、すべてを見たい方は事務局までご一報ください。 

 

次回例会 6 月 11 日（水） 

一泊移動例会  

場所 箱根湯本「ホテル河鹿荘」  

18:00 点鐘 

：クラブ会報委員会： 

増田昌美／竹田正和／須山文夫／飯塚元明 

竹中裕彦／水口 衛／岩井茂次／中村 孝 


