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文夫

会員

親睦委員長

本日の来訪ロータリアンはございません。
鈴木

昇二

会長

川崎大師信徒課様へ感謝状贈呈

小林

勇次

会員

幹久会員

①

南三陸訪問団の皆様大変ご苦労様でした。

②

鈴木会長及び執行部の皆様一年間のご活躍に感謝致します。

宮山

会長報告

曇り

ＳＡＡ

昇二 会

♪ソングリーダー

鈴木昇二
牛山裕子
清水宏明
秦 琢二

光男会員

鈴木会長、牛山副会長、清水幹事、理事役員の皆様、御苦労様で
した。
野沢

隆幸会員

・鈴木

昇二会長はじめ役員皆様 1 年間有難うございました。お

疲れ様でした。
・鈴木会長、南三陸応援ツアーすばらしい企画でした感謝です。
横山

俊夫会員

本年度最終例会、鈴木会長・清水幹事の退任あいさつの大事な例
会に、いけばな業界の専務理事の立場から、24 日～26 日まで全
幹事報告

清水

宏明 幹事

国新潟総会に缶詰です。一年間ご苦労様でした。

① 期末資料作成の為、各委員長さんは各委員会の期末資料の提

増田

出をお願い致します。

小林さん、先日はメアリーと共に本物の「寿司」をごちそうにな
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昌美会員

りありがとうございました。7/1 に帰国です。いい思い出になっ
たと思います。
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利治・石渡

勝朗・内田

省治
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正和会員
鈴木会長・牛山副会長・清水幹事。理事役員の皆様お疲れ様
でした。

②

佐沼 RC・南三陸町視察の皆様お疲れ様でした。

③

本日急用のため欠席します。最終例会欠席でもうしわけあり

俊夫・

ません。
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今年度最終例会ですね!!鈴木会長、清水幹事、理事、役員の皆様
お疲れ様でした。
未来の夢計画委員会
懇親会での残金が出ましたので。
牛山

裕子副会長

鈴木会長・清水幹事、一年間おつかれ様でした。
鈴木
①

昇二会長
南三陸応援ツアーにごさんかの皆様お疲れ様でした。

野沢会員、南三陸防災センターでの供養感激いたしました。あり

④被災地訪問

がとうございました。

16 日（木）

②

1）佐沼仮設住宅

南三陸復興三地蔵人形を購入

本日のニコニコのテーマ

2）南三陸町

志津川地区―防災対策庁舎～高野会館～気仙

「鈴木丸帰港です。1 年間有難うございました。」

沼線（運休中）～ベイサイドアリーナ～

メアリーの送別会にご参加の皆様お疲れ様でした。

石渡

勝朗・宮沢

和徳・竹中

岩井

茂次・渡辺

冨士夫・水口

永松

慎太郎・矢野

治・坂東

裕彦・出井

清久・船山

宏樹・中村

衛・飯塚

元明・秦

昭三・細谷

南三陸役場・佐藤仁町長・遠藤健二副町長

支援金を渡す

琢二・

重徳・中村

保則

眞

各会員

被災地南三陸への訪問に関する報告
被災状況

孝・

鈴木

幹久会員

平成 23 年 3 月 11 日（金）午後 2 時 46 分

マグニチュード 9.0 の地震
15.9ｍ～20.5ｍの津波
①「日程」平成 26 年 6 月 19 日（木）～20 日（金）
②「参加者」布川
員・大藪

二三夫会員・鈴木

幹久会員・野沢 隆幸会

善一会員・渡辺 冨士夫会員・石渡

勝朗会員・鈴木

3）南三陸

ホテル観洋

宿泊

17 日（金）

昇二会長

1）南三陸防災対策庁舎にて野沢会員による慰霊のためにお経を

③佐沼 RC 例会出席

あげていただき、皆でお線香をあげた。

会長

佐々木源悦氏

登米市長

副会長

猪俣育夫氏

幹事

岩淵正彦氏

布施孝尚市長
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幹事退任挨拶

清水

宏明幹事

幹事の退任あいさつを申し上げます。
一年間、クラブ幹事として、川崎大師 RC の運営に携わら
せて頂きました。理事・役員の皆様をはじめ、会員の皆様
にはご協力を賜り感謝いたしております。また、大本山川
崎大師平間寺

第二信徒課の皆様、事務局の竹下さんには

たくさんの支援をして頂き、ありがとうございます。
おかげを持ちまして大過なく一年を終える事が出来きま
した。この一年を振り返りますと、8 回の三役会、7 回の
次年度理事会、そして 47 回の例会と 12 回の理事会を通じ
て、奉仕活動に親睦にと、取り組んで参りましたが、特に
今年は、従来の継続事業に加え、多くの案件に取り組んだ
年度でもありました。非常の多くの事業に取り組んだ結果、
川崎大師 RC の存在を第一 GP はもとより、地区の内外に
まで大きく喧伝することとなり、クラブの功績を示す結果
となりました。幹事の立場としまして、新規の案件の多さ
から、通常のクラブ運営の精度が下がる事を当初から心配
をしていましたので、年初より丁寧なクラブ運営を心掛け
て参りました。結果としては、会員増強、出席率、各種寄
付の状況などは、素晴らしいとはいえないかもしれません
が、例年を下回ること無く、ほっとしております。
先週の牛山副会長のご挨拶に、「会長にご意見を申し上げ
2）被災展示場見学

る場面が…」というようなお話がありましたが、私自身、

3）南三陸さんさん商店街

在籍

⑤復興状況

ほとんどがクラブ奉仕に関わり、地区やロータリーに関す

1）気仙沼線は運休中で線路跡上をバスが運行

る知識が乏しい中で、牛山副会長のアドバイスには多くの

2）がれきはほとんど撤去され、防災センター高野会館のみが残

場面で助けられて参りました。また、先ほどのとおり、非

っていた。

常に多くの案件がある中で、いつも

3)堤防は、いまだ未整備

れてきた鈴木会長の真摯な人柄にも敬服を致しました。本

4)漁業やカキや海苔の養殖が作業中

当にバランスの良い三役ではないかと自画自賛しており

5)被災跡地は盛土(15m)作業が進行中、又高台移転地の造成も進

ます。反省すべきは今期、地区の行事も非常に多く、ほと

行中

んどの集まりが、会長・幹事も出席対象になっていたにも

6)現在行方不明者は 257 人

関わらず、業務の都合でなかなか出席が叶わず、会長に負

7)町外への移転者が増えている

担を集中させてしまった事を申し訳なく感じています。

8）来月南三陸病院が竣工されている。

感想としましては、非常に忙しかったというのが感想では

⑥平成 26 年 10 月 19 日(日)佐沼 RC 創立 50 周年記念式典の予定

あるのですが、幹事を務めないとクラブ運営の事が理解で

約 10 年で幹事のお役を拝命した訳ですが、その間

にこやかに対応をさ

きないという事も学びました。この経験を今後のロータリ
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ー活動に生かしていきたいと思います。ロータリーの年度

紹介させて頂きます。

を船の航海に例える事が多いと思いますが、ロータリーの

・期首資料作成に当たり職業奉仕委員会の定義付けを石渡

釣果は何かと考えると、事業の質と量かと思います。

委員長と大藪規定委員にて行うことができました、未来計

鈴木丸の釣果を何を基準に考えようかと思ったときに、理

画推進委員会の開設

事会の議案数を数えてみました。直近の少ない年度では

・７月に嶋崎健一郎君の交換学生壮行会に参加、ﾃﾞｨﾅｰﾊﾟｰ

123 個、多い年度で 181 個の議案が年間通して理事会に上

ﾃｨｰ委員会の開設、交換学生の受け入れに際しﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ

程されています。今期は 241 個でした。まさに大漁・豊漁

と国際横浜高等学校の入学手続き等々・・準備期間があ

の一年だったと思います。改めて会員の皆様のご協力に感

りませんでしたが牛山副会長のご尽力により何とか乗

謝して退任の挨拶と致します。

り切る事ができました。

会長退任挨拶

今年一年

鈴木

昇二会長

会員の皆さまのご協力有難うございました。

・８月には、メアリーの来日、新会員のオリエンテーショ
ンの実施（２回実施）

お陰様をもちまして、つつがなく無事にゴールインする事

・９月には、交換学生歓迎会、米山夏季レクレーション、

が出来そうです。これも、理事役員の皆さま並びに小委員

ﾁｬﾘﾃｨｰﾃﾞｨﾅｰﾊﾟｰﾃｨ―の開催・・コホストクラブとして渡辺

長、会員の皆さまのご協力とご指導があったからこそだと

委員長・清水副委員長のご尽力と、横山委員・親睦委員会

感謝しております。さて、退任挨拶に際し、一年前の会長

の皆さまのご協力により、盛大で楽しいパーティを開催す

所信表明を読み直したところ、元気にクラブ運営に燃えて

ることができました。又、参加人数５０１名は今後破られ

いました。一年たってみて、使用前、使用後のように別人

ないでしょう。

ではないか程気持ちが違いました。一例をお話ししますと、

・１０月には、７クラブゴルフ大会の実施

スローガンとして『魅力ある人づくり、魅力あるクラブづ

・１１月には、３ＲＣ合同例会をホストとして開催、ＲＹ

くり

ＬＡ委員会出席

をみんなで』これは、全員参加一人一役でクラブ運

営に当たり楽しむことではないでしょうかと言っていま

・１２月には、メアリーの引っ越し（ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ、牛山副会

した。クラブ活動は一部の人に偏った感は有りますが、魅

長→藤本家→松本家→増田 PP）

力ある人づくりに関しては各々が有効な一年を過ごした

・１月には、４クラブ合同例会をホストとして開催

のではないでしょうか、又、魅力あるクラブづくりに関し

・２月には、ＲＹＬＡの開催・・大雪の中実施

ては一歩前に出たのではないでしょうかよって、みんなで

・３月には、社会奉仕委員会での大師中学校での災害時の

作った一年と言えるでしょう。そして今年度達成目標は、

応急手当習得講座の実施

４項目でした

・４月には、退会者の声が聞こえる時期になってしまいま

１、会員増強

純増４名・・退会者３名、増強５名、目標

は達成できませんでしたが、５名の新しい会員はクラブに

した。
・５月には、川崎大師大開帳奉修月になり開白・中回向へ

とって何よりの貴重な存在になる事でしょう。

の参加、２０００回記念例会の実施、ＲＡＣの存亡の

２、出席率の向上・・６１クラブ中後ろから２・３番目で

危機（次年度新体制で存続）

したが、真ん中近くなった。

・６月には川崎大師での薪能への参加、南三陸応援ツアー

３、周年積立１００万円

の実施、メアリー送別会、交換学生修了式

・・達成できそうです。

４.未来計画推進委員会の育成 ・・新しい委員会ですが、

こんな忙しい一年を、牛山副会長には、「会長それは違い

横山委員長のもと４回の委員会開催、これからもクラブに

ますよ」と指摘して頂いたことが何度もありました、お陰

役に立つ委員会に成長して行くよう期待します。とにかく

様で間違った道に進むこと無く運営できたのではないで

例年になく忙しい一年でしたが、例年にない活動のみをご

しょうか。又、清水幹事にはどんどん仕事を増やし内心で
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青少年交換学生のメアリーが 7 月 1 日帰国しました。

ょうか、しかしながらそんな無理も確実にこなして頂きま
した。お二人には感謝・感謝でいっぱいです。愛情を持っ
て言わして頂くと副会長は少し厳しいけど大変優しい姉
さん、幹事は兄貴と違い優等生タイプの弟でしょうか。本
当に有難うございました。そして、先輩諸氏から「鈴木会
長」「昇ちゃん」と声を掛けて頂き、温かく指導して頂き
ましたこと。この時は、少々めげていても元気が湧いてき
て、又頑張れる事ができました。又、同期の会員とは、飲
む機会も多く様々な知恵を頂いたこと。何度も助かりまし
た。又、後輩にはしっかり活動計画をこなして頂き、ある
ときには「会長」それは間違っていますよと怒られたりと、
今から思えば楽しい事ばかりかなと振り返る事ができま
す。会長に就任したときは入会９年で、会長退任で１０年
ですが、９年間で会員の皆さまを知りえたことよりも、こ
の一年が一番会員の皆さまを深く知り、温かさを感じた年
でもあります。本当に貴重な年を有難うございました。
この一年はお金も時間もたくさん使いましたが、それ以上
に多くの体験をさせて頂きましたこと、これからのロータ
リアンとしても、自身の人生にも大きな財産となったこと
は幸せなことでした、重ねてクラブには御礼を申し上げま
す。期首にたてた計画を達成でき無い事も多々ありますが、
これも私らしいと言うか人間らしくて良かったのではな
いかと思っております。以上ご挨拶とさせて頂きます。皆
さま、一年間有難うございました。
竹下さんへの感謝の花束贈呈
『竹下さん、一年間ご苦労様でした。クラブを代表して、
有難う』
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一年間ありがとう！

2013 年 7 月 3 日第１例会の鈴木会長。

2014 年 6 月 25 日最終例会の鈴木会長。
どこか違って見えますでしょうか？

：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

一年間有難うございました。
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