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第 2028 回（本年度 第 22 回） 例会 平成 26 年 12 月 3 日   晴れ 

   

●司会             飯塚 元明 ＳＡＡ 

●点鐘               竹中 裕彦 会長 

●斉唱  ♪ソングリーダー    石渡 利治 会員

「君が代」「奉仕の理想」 

本日のゲストの紹介         竹中 裕彦 会長 

川崎区社会福祉協議会        小山内 美幸 様 

                    金岩 努 様 

 

来訪ロータリアンの紹介    横山 俊夫 親睦委員 

川崎ＲＣ              市川 洋治 様 

川崎マリーンＲＣ          福嶋 安行 様 

 

今週の花言葉           矢野 清久 会員 

日本水仙   花言葉・・・「うぬぼれ」 

原産地は地中海沿岸。室町時代以前に中国経由で日本に渡 

来したと考えられている。 

国内栽培では、福井県越前海岸一帯、長崎県野母崎地区、 

千葉県鋸南町・富山町・鴨川町地区が三大栽培地です。 

 

 

会員入会祝 

林   鶴 会員      １９９１年１２月 ４日 

細谷 重徳 会員      １９９６年１２月１８日 

布野 真治 会員      ２００１年１２月 ５日 

石渡 勝朗 会員      ２００４年１２月１５日 

永松慎太郎 会員      ２０１３年１２月 ４日 

会員誕生祝 

中村 眞治 会員・久保 博和 会員・岩井 茂次 会員 

沼田 直輝 会員・内田 省治 会員 

奥様誕生祝 

増田 昌美 会員奥様           治美 様 

布野 真治 会員奥様           奈巳 様 

石渡 勝朗 会員奥様           公代 様 

前田 良賢 会員奥様          久美子 様 

会長報告             竹中 裕彦 会長 

１．第 31 回ロータリー青少年指導者養成セミナー(RYLA)

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０

 
 

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://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Daishi_bashi_night.jpg
http://kawasakidaishi-rc.com/
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の案内が届いております。来年の 3/14～15１泊で鶴見

の総持寺での開催。1/20締切です。 

２．大本山川崎大師平間寺様より 2/3節分会豆まき式の案

内を頂いております。 

  理事会メンバー数名は積立をしておりますが、例年よ

り参加者が少ないので皆様是非ご参加をお願い致し

ます。 

幹事報告             岩井 茂次 幹事 

① 本日、１３時４５分より第６回定例理事会を開催い

たしますので、出席義務者の理事役員の皆様、出席

をお願いたします。 

② 新年１月８日に行われる「新春４クラブ合同例会」

のご案内を回覧させていただきます。出欠席の締切

は１２月１７日となりますのでお願いいたします。 

③ 他クラブの「会報」、「例会変更」が届いておりま

すので回覧いたします。 

④ ガバナー月信第６号を配布しています。ご一読下さ

い。 

 

出席報告          前田 良賢  出席委員長 

会員数 対象者 出席 欠席 出席率

2028 回 58 46 29 17 63.04 ％

2026 回 57 47 34 13 72.34 ％

3 修正出席率 78.72 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　  

メークアップ 

林  鶴 ・ 細谷 重徳 ・ 出井 宏樹   各会員                  

 

 スマイルレポート(ニコニコボックス)  

坂東 保則 副会長 

川崎マリーンＲＣ 福島 安之 様 

先の３クラブ合同例会にては相当な満足をさせていただ

きました。本日はメイクＵＰに伺いました。 

中村 眞治 会員 

猪狩さん入会オメデトウございます。ロータリーを楽しん

でください。 

安藤 賢一 会員 

年が明けるまでＩＭの準備になります。よろしくお願いし

ます。 

竹田 正和 会員 

竹中会長始め会員の皆様にはご心配をお掛けしました。 

遠藤 悦弘 会員 

先週のコンペではお世話になりました。 

岩井 茂次 会員 

いよいよ本格的に寒くなりました。皆様、風邪をひきませ

んようご自愛ください。竹田会長エレクトお疲れ様です。

私もがんばります。 

竹中 裕彦 会長 

1. 本日は年次総会並びに第４回クラブ協議会です。真摯

なご意見を宜しくお願いします。 

2. ゴルフ同好会の皆さん、お疲れ様でした。予想通りブ

ービーメーカーになってしまいました。４月には名誉

挽回したいです。いや、するぞ！ 

3. 金曜日に南大師中学「職業講話」にご協力頂く、鈴木

幹久会員、秦 琢二会員、前田良賢会員、坂東保則副

会長 宜しくお願いします。 

本日のニコニコのテーマ 

いよいよ師走を迎えました。健康に気を付けて、元気に新

年を迎えましょう。 

野沢 隆幸・牛山 裕子・石渡 勝朗・増田 昌美 

小林 勇次・鈴木 昇二・大藪 善一・坂東 保則 

中村 眞治                 各会員 

委員会報告 

1. 親睦委員会 矢野 清久 委員長 

12/17 家族会の集金を始めてます。また出欠を出して

いない方はなるべく多くの参加お待ちしてます。 

2. ゴルフ同好会 沼田 直輝 副委員長 

11/27 竹中年度第１回ゴルフコンペに８名の参加をい

ただきました。第２回は来年４月に行います。 

3. ロータリー財団 渡辺 冨士夫 委員長 

12/1 に地区財団委員会がメモワール２１で開催され、

ＧＧ、地区補助金についてのセミナーがありました。 

4. 地区米山委員会 牛山 裕子 委員 

12/7 日曜日に米山奨学生年末パーティーが横浜西口

ホテルキャメロットジャパンで米山学友会中心に行わ
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れます。当クラブから１名でも参加お願いします。 

 

5. ロータリー研究会 中村 眞治 ガバナー補佐 

先週、台場のホテルでＲＩ会長ゲーリーＣ・Ｋ・ホァ

ン会長と共に研究会がありました。 

6. 職業奉仕委員会 大藪 善一 委員長 

職業指導委員会で南大師中学で「職業講話」が開催さ

れます。12/5 12：30 集合。 

講師の鈴木 幹久さん、秦 琢二さん、前田 良賢さ

ん、坂東 保則さん宜しくお願いします。 

年次総会 

進行              竹中 裕彦 会長 

 

大藪 善一 指名委員長 

竹中会長が定款細則にのっとり、９月１０日の第３回クラ

ブ協議会において次々年度会長及び次年度役員・理事選出

を皆様におはかりした結果、候補者の選出を指名委員会に

一任する事を決議戴きました。それを踏まえ、去る１１月

５日指名委員会を開催致しました。 

結果、下記の方々を指名委員会全員一致で推薦することが

決定致しましたので報告させて戴きます。会員皆様でよろ

しく審議戴きますようお願い致します。 

次々年度会長候補者  牛山 裕子  会員 

 

次年度役員候補者 

       副 会 長  矢野 清久  会員 

       幹    事  須山 文夫  会員 

       会    計  石渡 利治  会員 

       会場監督  中村 孝   会員 

次年度委員会理事候補 

       職業奉仕  野澤 隆幸  会員 

       社会奉仕  船木 幸雄  会員 

       国際奉仕  出井 宏樹  会員 

       青少年奉仕 竹内 祥晴  会員 

       親睦活動  沼田 直輝  会員 

指名委員会メンバー 

大藪、細谷、渡辺、増田、横山、鈴木（昇）各会長経験者 

竹中会長。 

指名委員会オブザーバーメンバー 

竹田会長エレクト、岩井幹事         以上９名 

 

会長ノミニー  牛山 裕子 会員  

履歴  牛山事務所  代表者 

〔ロータリー歴〕 

１９９０年     Sacramento(Female)RC 創立会員 

１９９１～１９９２年度  Sacramento RC 会長 

２００２年        横浜ベイＲＣ創立会員 

２００４～２００５年度  横浜ベイＲＣ会長 

２００３～２００４年度  地区Ｒ情報・広報・ＩＴ委員 

２００４～２００５年度  地区拡大・増強委員 

２００６年７月１２日川崎大師ロータリークラブ 入会 

２００８～２００９年度  国際奉仕委員長 

２００９～２０１０年度 エイジングプログラム委員長 

２０１０～２０１１年度  新世代奉仕委員長・プログラ

ム委員長 

２０１１～２０１２年度  国際奉仕委員長（代理） 

米山奨学事業委員長  
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２０１２～２０１３年度  ローターアクト委員長 

２０１２～２０１３年度  地区 米山奨学金増進委員 

２０１３～２０１４年度  副会長 

２０１３～２０１４年度  地区 米山奨学金増進委員 

２０１４～２０１５年度  地区 米山奨学金増進委員 

米山功労者メジャードナー  ロータリー財団メジャード

ナーベネファクター  マルチプルポールハリスフェロー 

ポールハリスソサエティ会員 

会長ノミニー挨拶    牛山 裕子 会長ノミニー 

 

次年度３役紹介    竹田 正和 会長エレクト 

 

 

第４回クラブ協議会 

安藤 賢一          ＩＭ実行委員長 

 

ＩＭについて趣旨とタイムテーブル等説明と協力依頼。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 12月 17日（水） 

年忘れ家族会 移動例会 18：00～ 

横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 

クラブ会報委員会 

中村 孝／増田 昌美／牛山 裕子／内田 省治 

永松 慎太郎／竹中 裕彦／水口 衛／須山 文夫 

１２月２４日(水)、３１日(水)は 

定款細則に基づく休会 

 

１月８日 新春４クラブ合同例会 

 


