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晴れ

マワリの絵は有名で、彼の墓地にはヒマワリが植えられて
いて、訪れる画家達がその種子をもらって帰るそうです。

「奉仕の理想」

会長報告

竹中

裕彦

会長

１．布野真治会員に２回目のポールハリスフェローのバッ
本日のゲストの紹介

竹中

川崎幸ＲＣ会長

裕彦

佐藤

会長

隆

様

ジが届いております。

川崎幸ＲＣ幹事

守屋

正秀

様

幹事報告

川崎中央ＲＣ副幹事

木村

教義

様

１．今年度、各理事、役員、委員長の皆様

進

様

に活動報告の提出をお願い致します。

増田

敏雄

様

俊夫

花委員長

川崎中央ＲＣ

関

川崎マリーンＲＣ会長

今週の花言葉

横山

向日葵（ヒマワリ）
見つめている」

花言葉・・・「私はあなただけを

ヒマワリの花は大きな花に見えますが、

実際には沢山の花が集まってできたものです。ゴッホのヒ

川崎大師ロータリークラブ
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岩井

茂次

幹事

７月７日まで

２．他クラブの例会変更、週報が届いております。

委員会報告
次年度幹事

須山

文夫

会員

次年度会費、納入方法のご返答をされていない会員の方は
ご返答をお願い致します。
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本日、仲川文則会員、木村秀文会員が入会されました。

竹中会長・岩井幹事、１年間ご苦労様だした。
貴クラブにおかれては、ＩＭご担当大変お疲れ様でした。
貴クラブだけで仕切った事感服いたしました。次年度弊ク
ラブ押山会長共々宜しくお願い致します。
川崎中央ＲＣ

伊藤

康人、木村

教義

様

今期最後に会長の代理として参りました。
今期は大変お世話になりました。来期もよろしくお願い申
し上げます。川崎大師ロータリークラブのご活躍に見習う
事の多い一年でございました。ありがとうございました。
川崎中央ＲＣ

関

進

様

竹中会長はじめ役員の皆様御苦労様でした。本日は宜しく
川崎マリーンＲＣ
出席報告

出井

宏樹

出席委員長

会員数 対象者 出席 欠席
2052 回
61
50
29
21
2050 回
61
49
21
28
修正出席率
前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ
11

増田

敏雄、伊藤

秀司

様

期末の表敬訪問に伺いました。竹中会長、岩井幹事には
色々とご指導頂きました。ロータリーの友情に感謝申し上

出席率
58.00
42.86

％

げます。７クラブ親睦ゴルフ大会ではつたないホストでし

％

たが、皆様のご協力で大変楽しい会になったこ事、有難う

65.31

％

ございました。又、優勝おめでとうございました。来期に
は河口年度となりＹＥのドイツ人少年アリエス君をお預
かりします。今後ともご協力をお願い申し上げます。
中村

眞治

会員

佐藤会長、守屋幹事。増田会長、伊藤幹事、木村副幹事よ
うこそ、１年間お世話になりました。
木村さん、仲川さん入会オメデトウございます。
安藤増強委員長はじめ会員の皆様のご尽力に感謝申し上
げます。
渡辺

冨士夫

会員

竹中丸無事１年間おつかれさまでした。
今日も新入会員木村様宜しく。
メイクアップ

金澤

鈴木

幹久・野沢

隆幸・林

鶴・石渡

利治

白石

浩司・須山

文夫・小林

勇次・牛山

坂東

保則・松井

昭三・磯田

稔

裕子

仲川さん木村さん入会おめでとうございます

各会員

佐藤

週報

会員

竹中丸の無事のご帰港おめでとうございます
保則

隆、守屋

副会長

正秀

様

中村ガバナー補佐、１年間ご指導ありがとうございました。

川崎大師ロータリークラブ

悦弘

仲川様お久しぶりです、これからもよろしく

スマイルレポート(ニコニコボックス)

川崎幸ＲＣ

会員

竹中会長はじめ皆様一年間御苦労様でした。

遠藤

坂東

康治

第４６号

竹田

正和

会員

竹中丸の無事帰港おめでとうございます
竹中会長、岩井幹事、理事役員の皆様一年間お疲れ様でし

２０１５年

７月

１日

発行

Light Up Rotary ロータリーに輝きを

2014-15 年度 第 2590 地区

た
木村

岩井
秀文

茂次

幹事退任挨拶

会員

歴史ある川崎大師ロータリークラブに入会させて頂き、誠
にありがとうございます
横山

俊夫

会員

昨日から北海道登別にて、花業界の全国総会に来ています。
そのため、竹中年度最終例会に出席できず残念です。
楽しい一年間、御苦労様でした。
安藤

賢一

会員

仲川さん、木村さん入会おめでとうございます。
会員の皆様、特に増強委員会の皆様一年間のご協力有難う
ございました。本日の２名の方を加えて本年度１０名入会
となりました。

一年前に始まった今年度も、会員皆様のご協力のもと、

竹中会長はじめ執行部の方々無事帰港ご苦労様でした。

最終回の例会を迎えられました事を御礼申し上げます。振

松井

り返れば昨年７月１５日に私は病に倒れて、９月末日まで

昭三

会員

竹中会長、岩井幹事、一年間大変ご苦労様でした。今日は

お休みをいただきました。その間は竹中会長、坂東副会長

梅雨中とは思えぬ晴天でした。

をはじめ、理事・役員・会員の皆様に多大なご心配をおか

磯田

けしました。クラブ運営につきましては皆様のご協力があ

稔

会員

仲川さん再会です。宜しくネ
岩井

茂次

って今日の最終回を迎えられたものと思っております。

幹事

退任にあたり、率直に一言で申し上げると毎日が長かっ

川崎幸ＲＣ・佐藤会長、守屋幹事、川崎中央ＲＣ・木村副

たです。ロータリーにおける年度は７月に始まり翌年６月

幹事、川崎マリーンＲＣ・増田会長、伊藤幹事、ようこそ

に終わりますが、役員および理事はその６ヵ月ほど前から

お越しくださいました。１年間大変お世話になりました。

準備を進めていますので、１年半に渡りその年度の運営に

心よりお礼申し上げます。

関わります。

竹中

裕彦

会長

４年前、増田会長年度の親睦委員長に始まり、横山会長

皆様の１年間のご協力に感謝申し上げます。川崎大師ロー

年度は副会長を仰せつかり、次はお休みの年度が来ると思

タリークラブはすごいパワーを持っています。

っていたら鈴木昇二会長年度に社会奉仕委員長、そして竹
中会長年度の幹事を務めさせていただきました。足掛け４

本日のニコニコのテーマ

年半に及ぶ毎日は早くもあり、長くもありました。楽しい

竹中丸

と思えたのは前半の二年度までで、だんだんと疲弊してま

帰港です。１年間ありがとうございました。

髙濵

玲奈・牛山

裕子・鈴木

昇二・矢野

坂東

保則・出井

宏樹・水口

衛・寺尾

黒澤

穣・石渡

伊藤

佳子・鈴木

勝朗・宮沢

和徳・大藪

清久

いりました。一番苦しかったのは昨年の春頃、体調が悪く

巌

なり始め、社会奉仕の事業が多い時期に、今年度の準備も

善一

並行して行っていた時期だったように思います。

幹久

今年度は多くの方が入会されました。皆さん積極的に例
各会員

会や行事にご参加いただき、クラブは活性化したと思いま
す。次年度以降はさらなる活躍をいただき、川崎大師ロー
タリーを盛り立てていただければ幸いです。竹中会長から

川崎大師ロータリークラブ
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先ずもって皆様のご協力で今期無事着陸できそうな態
勢になりましたこと、心よりお礼申し上げます。

めに会場監督・飯塚さんです。私が病気をしている間から

さて、ゲイリーＣ.Ｋ.ホァンＲＩ会長は、テーマを『ロ

復帰後も毎週の会場設営に頑張っていただきました。二人

ータリーに輝きを』
（Light Up Rotary）と難しい提唱をな

目はクラブ会報ＩＴ委員長・中村孝さん。パソコンが不得

され、大野清一ガバナーも難解な８つの指針を掲げられま

手だったのは上達したでしょうか。毎週の会報作成・発行

した。その指針を尊重しながら、クラブの独自性を大切に

はご苦労様でした。「会員による会員のための手作りの会

してクラブ運営をするために

報」は中村委員長が最後かも知れません。お二人共に仕事

『 Ｈave Passion！

が忙しい中、クラブ運営に多くの時間、労力を提供いただ

しました。文字通り、ロータリーの親睦活動と奉仕活動に

いた事に感謝申し上げます。次に事務局の竹下さんです。

ついてより情熱を持って、ワクワクするような１年間にし

いつも会員全員に明るく笑顔で接していただきました。ク

たいとお伝えさせて頂きました。様々な楽しみ方がありま

ラブ全体の事も、特に幹事の職務は竹下さんの経験と協力

す。クラブの好意と友情を深める行為であるなら様々な楽

が無くては成り立ちませんでした。いつも頑張っていただ

しみ方があって良いと思います。今期の具体的な奉仕活動

いているので、ただただ感謝を申し上げ、今年度が終わっ

につきましては、それぞれ役員・理事の皆様に先週報告し

たら「茶飲み友達」として共に憂さ晴らししましょう。

て頂いておりますので、私の方からは割愛させて頂きます

竹中会長、坂東副会長には私の体調が悪かったとは言え、
ご苦労・ご迷惑をかけたまま年度が終わりになってしまい
ました。このようなめぐりあわせになった事を何卒、笑っ

More Exciting！』をスローガンと

が、重点的に志向した６つについて報告致します。
① 会員増強委員会～クラブ活性化のため 10 名の増強を
目指す。

てお許しください。幹事として会長の思いを実現するべく

鈴木(昇)前年度に会員減少から会員増へ転換した流れを継

精一杯努力しましたが、力足らずだったかと思います。坂

続すべく、安藤さんに委員長をお願いし見事に 10 名入会

東副会長は温厚で優しい人柄は私の支えでありました。

を達成して頂きました。

最後に今一度、多くの方々の支えで一年終わりを迎えら
れる事に心より感謝の気持ちを申し上げ、私の「幹事退任

② 職業業奉仕委員会～クラブ内での相互理解を深めるた
め、会員職業案内冊子を作成する。

挨拶」とさせていただきます。一年間ありがとうございま

増強による新会員の反映と予算の関係から期末ギリギリ

した。

の動き出しとなってしまいました。
配布は 7 月の予定です。

竹中

裕彦

会長退任挨拶

大藪理事、最後の最後までありがとうございました。
③ 社会奉仕委員会～地区補助金事業の実施
あっ！危ない！…地域の学生に対するリアル交通安全教
室…を大師中学校生はもとより、臨港警察と大師支所・町
内会を抱き込んでの 700 人規模の事業になりました。水口
委員長お疲れ様でした。
④ 姉妹クラブ委員会～姉妹クラブ周年事業への積極的な
協力をする。
関連クラブで周年が多い年でした。佐沼 RC
H26.10.19、 漢城 RC

創立 40 周年

央 RC

H27.04.06、川崎南 RC

周年

川崎大師ロータリークラブ
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創立 50 周年

創立 30 周年

H27.05.14、川崎中
創立 55

H27. 04.07 と各クラブで各々特徴を実感致しまし
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た。沼田理事お疲れ様でした。

引っ張って下さい。

⑤ フォローアップ委員会～移動例会のない月にサロン的

・鈴木(昇)さん～米山奨学委員長・未来計画推進委員長と

に集まる場所を作りたい。

大役を遂行し、加えて、前年度からのＲＡＣ問題に積極的

矢野親睦活動委員長にお願いし、移動例会のない月に楽し

に取り組んで頂きました。そして、理事会が行き詰った際

む会を３回設定して頂きました。相撲部屋・バーベキュ

に大所・高所からの大人の助言を頂き、感服するとともに

ー・フレンチとファイヤーサイドにはない雰囲気を作って

自分が恥ずかしくなりました。

頂きました。

・安藤さん～私を罠にはめたつぐないか、１年を通して常

⑥ 会場監督委員会～毎月第一例会を６大委員会ごとにテ

に暖かい目で見守って頂きありがとうございました。先ず、

ーブル分けし、意見交換やまじめな雑談をし、その後、ベ

増強委員長として１０名の入会を達成して頂きました。も

テラン会員の方に職業卓話をして頂く。

ちろん委員さんのご活躍あってのことですが素晴らしい

特に、今期の前半はテーブル分けを実行し、通期で諸

リーダーシップを発揮して頂きました。そして、ＩＭ実行

先輩会員を中心に約 25 名に会員卓話をして頂きました。

委員長として短時間で当クラブらしいＩＭにまとめあげ

総括としては、自己採点 60～70 点位かなと感じており
ます。

て下さいました。
・黒澤さん～中原ＲＣとは異なる大師ＲＣの楽しさを見つ

さて、皆様は１年間ロータリーを楽しまれましたでしょ

けて頂ければうれしいです。

うか？

・石渡(勝)さん～職業指導委員長として職業講話事業あり

・布野さん～本当にお帰りなさい。少しずつ無理ないペー

がとうございました。南大師中学生のあの真剣な眼差しが

スで戻ってきて下さいね。

印象的でした。

・金澤さん～再入会第１号ありがとうございました。持ち

・大藪さん～職業奉仕理事をまとめて頂きました。私が暴

前のキャラでクラブの雰囲気を作って頂きました。

走しないよう理事会の重鎮となっても頂きました。また、

・松井さん～毎回情緒豊かなニコニコありがとうございま

指名委員長でもご苦労頂きました。

した。

・牛山さん～メアリーが帰国したら今度は白さんが…。ポ

・寺尾さん～会員卓話のトップバッターありがとうござい

ールハリス・ソサエティとＲＩ年次大会のご出席、頭が下

ました。当時の航空事情でのドイツ往来に驚きでした。創

がります。

立 50 周年おめでとうございます。

・髙濵さん～今期入会第１号。親睦として毎回早く来て受

・渡辺さん～Ｒ財団委員長として皆さんから憎まれ役にな

付して頂きありがとうございました。ＩＭの司会では、飯

って頂きました。４月卓話もありがとうございました。学

塚さんより落ち着いており安心できました。

法石川のＯＢとは…、草野球にお力添えをお願い致します。

・伊藤さん～移動例会や諸会合で素晴らしい職業奉仕をあ

・宮沢さん～エイジング委員長で期初から悩んで頂きまし

りがとうございました。

た。

・石渡(利)さん～地域発展・環境保全委員長お疲れさまで

・水口さん～「そんなに忙しくないから社会奉仕手伝って」

した。なにより、ソングリーダーサマになってきましたね。

と軽いノリで理事をお願いしました。ガバナーに出席頂い

もう見れないのが残念です。

たリアル交通安全教室は、楽しかったですね。ＩＭでのあ

・猪狩さん～楽しむ会バーベキュー編でキャチボールをし

の緊張した提言が忘れられません。

て驚きました。これから、ロータリーを学び楽しんで行き

・中村(眞)さん～ガバナー補佐役１年間本当にお疲れさま

ましょう！

でした。適時・的確なご指導ありがとうございました。次

・磯田さん～改めてロータリーを楽しみましょう。

年度はいつものヨッパライ監督に戻って草野球チームを

・竹田さん～佐沼ＲＣ創立 50 周年にはご夫婦でご出席頂

川崎大師ロータリークラブ
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きありがとうございました。次年度１年間体調に気を付け

させて頂きます。本当にありがとうございました！

てクラブを引っ張って下さい。
・須山さん～竹田さんのサポート役１年間頑張って下さい。
・遠藤さん～職業情報委員長ありがとうございました。三
菱重工/金沢工場さんの秘密地下工場をのぞいてみたかっ
たです。
・飯塚さん～ＩＭの司会に触れずＳＡＡをお願いし、申し
訳ありませんでした。決してだましました。

最初はカ

ミカミで心配しましたが、後半もカミカミでしたね。ご多
忙な中、１年間軍曹役本当にありがとうございました。
・出井さん～出席副委員長ありがとうございました。台北
西門ＲＣ38 周年・漢城ＲＣ40 周年の大願成就祈願もあり
がとうございました。ローターアクトの新体制で更にお力
添えをお願い致します。
・矢野さん～親睦活動理事として、毎例会の雰囲気作り・
受付から 10 回の趣向をこらした移動例会、加えて欲張っ
た私が 3 回の楽しむ会をしたいとお伝えしたら毎回 120％
の答え出して頂きました。今後、矢野さんから声を掛けら
れたら一切断れなくなってしまいました。本当に感謝して
おります。
・坂東さん～「会長候補としてクラブを観てください」と
口説きました。クラブ管理運営を取りまとめて頂きました。
岩井さん病欠の時も心強かったです。いつも落ち着いて見
守って下さいました。
・岩井さん～腰と無呼吸の不安を知りながら、川崎駅前の
ドトールで会長指名を受けた翌日に「一緒にたのしもう
よ！」と幹事をお願いしました。復帰後は体調を考慮しな
がらも無事最後まで駆け抜けて下さいました。途中で何か
あれば心中を覚悟してました。本当にありがとうございま
した。
尚、この演台のプレートは、野澤さんに筆をとって頂き、
安藤さんに製作して頂きました。家宝にしたいと思います。
最後になりますが、この大師ＲＣは普段なんとなくとり
とめがない雰囲気がありますが、いざという時の集中力と
団結力はすごいです。この情熱が今期だけでなく次年度以
降も引き続いていくことを祈念しながら退任あいさつと
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