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第2055回（本年度　第3回）例会　平成27年7月15日　－晴れ時々雨－

●司　会　　中村　　孝ＳＡＡ

●点　鐘　　竹田　正和会長

　去る７月１０日にご逝去されました船山昭三会員に対

し、哀悼の意を表し黙祷。

●斉　唱　　「奉仕の理想」

　　　　　　　　　　　高濵　玲奈　副ソングリーダー

会長報告　　　　　　　　　　　　　　竹田　正和会長

・船山先輩が7月10日19時16分にご逝去されました。

　船山会員のご紹介をさせていただきます。昭和3年8月

19日生まれ、満86歳、1974年2月27日入会、当クラブが

創立して1年くらいの時に入会され4番目に古い会員です。

日本冶金さんの方でお仕事をされたり、政治の方では嶋

崎さんのお世話をしたり、小泉純一郎さんの後援会長を

長くやられた方です。残念です。

　今日、7月15日19時からお通夜、16日12時から告別式、

場所は川崎南部斎苑、ご会葬よろしくお願いいたします。

・台北西門ロータリークラブより弔意の手紙

　貴クラブ第22代会長船山昭三様のご逝去の報、謹んで

弔意を表します。思わぬ訃報に驚いております。もう二

度とお会いできぬかと思いますと胸が詰まります。ご霊

前に参ることはできませんが、とりあえず、お悔やみ申

し上げます。台北西門ロータリークラブ会長。

・佐沼ロータリークラブより弔電

・昨日、地区拡大増強セミナー出席

　ブレーンストーミング　どうしたら増強に繋がるかを

学習し、問題点を書き上げて解決策を発表しました。

　私たちのグループでは、会費が高い、ロータリークラ

ブに魅力がなくなった、ステータスがなくなったなど、

問題点を出しました。

　地区、地区大会、ＩＭを少し小さくしたらどうか。そ

のお金を充実した例会に使ったらいかがかなという結論

を第一グループは出しました。

　これからもセミナーで、行われると思います。私は、

奉仕の仲間をふやすということは意味のあることだと思

っています。ご紹介の方よろしくお願いします。

・理事会報告

　7月8日第1回理事会開催

　議事録：メールボックス配布

　収支予算案について：会費　30万円

　寄付等について：ロータリーレート　1$/124円

　　　　　　　　　クラブ　1$/130円

　エンドポリオ：昨年まで　5000円×会員数

　　　　　　　　今年度　50ドル×会員数

　地区補助金事業について

　プロジェクト名：南三陸町立戸倉小学校児童へ

　　　　　　　　　　　　　「心の復興」プロジェクト

　東日本大震災で被災した南三陸町立戸倉小学校の校舎

新築竣工に伴い新教室で授業を始めるうえで不足してい

る教材・備品、三味線、太鼓などを寄贈するということ

で地区補助金申請中

・桜の愛護会　調印式　7/8

・社会奉仕、青少年奉仕共同委員会の奉仕事業について

　川中島小学校スケアードストレート、リアル交通安全

　教室の実施

20１５－１６年度 国際ロータリー第2590地区世界へのプレゼントになろうBe a gift to the  world

例会日：毎週水曜日　ＰＭ１２:３０～例会日：毎週水曜日　ＰＭ１２:３０～
例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館
事務局：事務局：〒210-0812　〒210-0812　神奈川県川崎市川崎区東門前1-15-10　カーサ石井1F神奈川県川崎市川崎区東門前1-15-10　カーサ石井1F
Tel.044-277-7569 Fax.044-288-8550Tel.044-277-7569 Fax.044-288-8550
URL http://www.kawasakidaishi-rc.com/　　E-mail:daisi-rc＠eagle.ocn.ne.jpURL http://www.kawasakidaishi-rc.com/　　E-mail:daisi-rc＠eagle.ocn.ne.jp

例会日：毎週水曜日　ＰＭ１２:３０～
例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館
事務局：〒210-0812　神奈川県川崎市川崎区東門前1-15-10　カーサ石井1F
Tel.044-277-7569 Fax.044-288-8550
URL http://www.kawasakidaishi-rc.com/　　E-mail:daisi-rc＠eagle.ocn.ne.jp

会　長会　長
副会長副会長
幹　事幹　事
ＳＡＡＳＡＡ

竹田　正和竹田　正和
矢野　清久矢野　清久
須山　文夫須山　文夫
中村　　孝中村　　孝

会　長
副会長
幹　事
ＳＡＡ

竹田　正和
矢野　清久
須山　文夫
中村　　孝

2015-2016年度
国際ロータリーのテーマ 川崎大師ロータリークラブ　週報川崎大師ロータリークラブ　週報川崎大師ロータリークラブ　週報



　9/17　第一希望

　雨天の場合　11/24　第2希望・・・承認

・川崎大師平間寺様より暑中お見舞い・・・掲示

・日韓親善会議開催のご案内・・・回覧

幹事報告　　　　　　　　　　　　　　須山　文夫幹事

・地区協議会報告書（対象者）・・・配布

・米山奨学生世話クラブ補助費送金のご案内

　世話クラブではではない方へ（当クラブは世話クラブ

　ではない）

　世話クラブ制度は、米山奨学事業における大きな特徴

の一つです。世話クラブには、奨学生を通じ真の国際親

善をしていただくとともに、人生経験豊かなロータリア

ンとの交流を通じ、奨学生の将来ロータリーの理想とす

る平和の創造と維持に貢献する人材に導き育てていただ

きます。上記の世話クラブ補助費がありクラブの財政的

負担は多くありません。今後ぜひ世話クラブになってい

ただければ幸いです。

・ロータリー囲碁大会のご案内・・・掲示

・例会変更・・・回覧

・暑気払い移動例会・・出欠回覧

・ガバナー補佐訪問スケジュールについて・・・メール

　配信・紙配布。来週ガバナー補佐訪問　発言者欠席の

　場合代理を立ててください。

・本日クラブ協議会開催
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林会員、細谷会員、渡辺会員、水口会員、永松会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　矢野　清久副会長

細谷　重徳会員

 出井執事長、昨日は手配り心配り有難うございました。

感謝です。私の顔も立ちました。船山さんのご冥福をお

祈りいたします。

松井　昭三会員

 つい 近までお元気にしていた船山さんの突然の訃報

に驚いております。ご冥福をお祈り申し上げます。

沼田　直輝会員

 暑い日がありまた雨の日もあるそうです。気候の変化

に気をつけて頑張りましょう。今月末に暑気払い移動例

会の焼肉で皆さんスタミナつけましょう。矢野さん誕生

日おめでとうございます。

牛山　裕子会員

 本日は地区米山記念奨学委員会へ出席のため、中途退

席させて頂きます。すみません。
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出席報告　　　　　　　　　　　髙濵　玲奈出席委員長
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矢野　清久副会長

　船山さんのご冥福をお祈りいたします。

本日のニコニコのテーマ

気候の変化が激しいです。皆様ご自愛下さい。

鈴木　昇二会員，髙濵　玲奈会員、布川二三夫会員

坂東　保則会員、石渡　勝朗会員、宮沢　和徳会員

金澤　康治会員、黒澤　　穣会員、伊藤　佳子会員

飯塚　元明会員

　　　　　　　　　　　　　　　合計　４４，０００円

委員会報告

親睦委員会　沼田　直輝委員長

　7月29日暑気払い移動例会・・・出欠回覧

　多くの皆さんの出席よろしくお願いします。

職業奉仕委員会　野澤　隆幸委員長

　本日のクラブ協議会終了後、13時40分から職業奉仕委

員会を開催いたします。

野澤　隆幸会員

 船山昭三会員のご冥福をお祈りいたします。ご生前のご

指導に感謝いたします。

遠藤　悦弘会員

 先々週ですが、女房に誕生祝いの花を有難うございまし

た。きれいに沢山咲いています。

木村　秀文会員

　妻の誕生日にお花を頂き、有難うございました。

磯田　　稔会員

　船山さん、御世話に成りました。御冥福をお祈りしま

す。

小林　勇次会員

　今日から店の改装工事に入りました。8月8日新装開店

です。宜しく御願いします。

竹中　裕彦会員

1.船山さんのご冥福を心よりお祈りして

2.遅くなりましたが「我らの生業」が完成しました。ク

ラブの活性化に役立てば幸いです。

横山　俊夫会員

　皆さんの一年間のご活躍を祈念します。 ＲＩ テーマ

「世界へのプレゼントになろう。」

須山　文夫幹事

　本日クラブ協議会です。お忙しいとは思いますが、お

帰りにならず出席下さい。

竹田　正和会長

　船山昭三会員のご冥福を心よりお祈りします。
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川崎大師ロータリークラブ　週報充填の部分を増やしたらどうかという提案もされており

ました。検討事項だと思います。

・行事予定表　（Ｐ48.49）Ａ３→Ａ４（２枚）

　今日7/15第1回クラブ協議会

　収支予算・ガバナー補佐訪問リハーサルとなっていま

　す。

　次週第２回クラブ協議会・ガバナー補佐訪問

　今年度の活動計画を皆さんに発表していただきます。

　7/29移動例会暑気払い

　８月からロータリーの精読と第一例会に必ず載せてお

りますが、多分30分も必要ないだろうと考えております

のでここの処をイニシエーションスピーチ並びに何かお

話のしたいこと、会長としての現況近況を、発表させて

いただく時間にさせていただけたらいいかなとなってお

ります。これは、21日クラブ研修委員会の中で、審議し

ながら鈴木昇二委員長が考えておるようで、ずーっとロ

ータリーの友精読になっていますが、そこのところだけ

ご理解のいただきたいと思います。

収支予算案　計画報告　説明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　須山　文夫幹事

質問：収入の部　雑収入の小計が間違っています。

　　　１０万円多く記載されています。

回答：次週訂正して出しなおします。

　　　差し替えお願いします。

直前年度代表　竹中　裕彦直前会長

　先程ニコニコにも入れさせていただきましたが、二週

間ほど遅れましたが、職業案内冊子「我らの生業」を皆

様にお配りしています。ぜひクラブの活性化につながれ

ばと思っております。

●点　鐘　　竹田　正和会長

第1回クラブ協議会

クラブ委員会活動計画書　変更箇所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹田　正和会長

①ロータリーの綱領をロータリーの目的（表紙裏）

②ＲＩ，地区、当クラブのスローガンを入れた（Ｐ1）

③ＲＩ会長・ガバナー・歴代会長年表を縦書きに

　（Ｐ6～10）

・職業分類調査票及び会員名簿の欄

　未充填部分が５８業種あるので、ここの部分を埋める

ように昨日の拡大増強セミナーにおいて箕田ガバナーは

おっしゃっておられました。さらに、ここにもう少し未

日時：平成２７年７月２９日(水)は

　　　暑気払い移動例会　です。

場所：「韓の台所」　新川通店

秦　琢二／坂東　保則／水口　衛／松本　和晃
クラブ
会　報
委員会
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