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会長報告
竹田 正和会長
涼しさを通り越して寒いかなと思っております。お身体
の方十分に気を付けていただきたいと思っています。明
日あたりからまた暑くなるようでございますのでので、
気をつけてお過ごしい下さい。
会長報告３点ございます。
①2590地区2015-16 地区大会記念「ポリオ撲滅チャリテ
イディナーパーティ」案内が届いております。
併せてチャリティディナーパーティの協賛のお願いがき
ています。申請書、提案要領も併せて届いております。
回覧いたしますので希望の方はお申込み下さい。

平成27年8月26日

－曇り－

幹事報告
須山 文夫幹事
・9月度のロータリーレート124円です。
・9月の例会内容 掲示板に掲示
・横浜東ローターアクトクラブより9月2日20時からキャ
メロット・ジャパンで例会開催のご案内をいただきまし
た。
・ガバナー月信の直前年度最終版を本日ポスティングさ
せていただきました。
・他クラブの例会変更 回覧。
・米山秋季例祭 第1グループ７クラブ合同ゴルフのご
案内、ポリオ撲滅地区チャリティゴルフのご案内、リア
ル交通安全教室の出欠を回覧。
・米山梅吉記念館のひとり１００円募金、若干足りなか
ったので本日も回覧させていただきます。御協力おねが
いします。

②ロータリー財団、地区補助金とグローバル補助金授与
と受託の条件。当クラブに、今ございませんが申請書、
提案要領等も届いているということだけ覚えておいてい
ただけたらと思います。
③松井会員が信州松本 お城ロータリークラブ 8月18
日メークアップしております。その際に松本クラブと松
本お城クラブ双方とバナー交換をしてきました。
松本クラブの週報も届いていますので併せて回覧をさせ
ていただきます。

出席報告

高濵
会員数

昨日第１回研修会をさせていただきました。非常に盛り
上がり良い研修会、勉強会であったと感想として思いま
した。２回以降、皆さんの御協力お願い致します。

対象者 出

玲奈出席委員長
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前々回の修正 メークアップ 3 名 修正出席率

70.58 ％

メークアップ：鈴木（幹）会員、林会員、
鈴木（昇）会員
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スマイルレポート（ニコニコボックス）
須山 文夫幹事
細谷 重徳会員
当社は７月、８月は一年で一番忙しい時期なので出席が
少々悪いが・・・
季節の変動がはげしいので皆さん健康にご注意下さい。
木村 秀文会員
昨晩は新入会員へのセミナー勉強になりました。ありが
とうございました。
松井 昭三会員
昨夜は、鈴木委員長ご苦労様でした。浜寿司のお店きれ
いになりました。なお私は先週、松本市の松本お城RCで
バナー交換して来ました。
中村 眞治会員
野球部同好会出席の皆様お疲れさまでした。スポーツの
秋です。神奈川大会、全国大会と続きます。
皆様のご支援ヨロシクお願いします。
牛山 裕子会員
坂東クラブ米山記念奨学委員長、昨日の委員長会議ご出
席ありがとうございました。
竹中 裕彦会員
１．決算理事会ご出席の理事役員の皆様、最後の最後ま
で本当にありがとうございました。
クラブ協議会宜しくお願い申し上げます。
２．草野球部会お疲れ様でした。
竹田 正和会長
・黒沢会員には無理なお願いで本日卓話心よく了解いた
だきありがとうございます。
・昨日の第１回研修会参加の皆様、おつかれ様でした。
・竹中年度おつかれさまでした。
須山 文夫幹事
妻への誕生日のお花ありがとうございました。急に涼し
くなりました。お体お気をつけください。
白井さん、すごく嬉しいのでまた来てください。
本日のニコニコのテーマ
「竹中年度の決算報告」宜しくお願いします。
嶋崎 嘉夫会員、磯田
稔会員、黒澤
穣会員
宮沢 和徳会員、水口
衛会員、髙濵 玲奈会員
鈴木 昇二会員、坂東 保則会員、岩井 茂次会員
松本 和晃会員、秦
琢二会員、伊藤 佳子会員
石渡 勝朗会員、出井 宏樹会員、布川二三夫会員
合計 ４０,０００円

委員会報告

中村

卓話「米山選考委員会活動方針と選考方法について」休
憩をはさんで学友奨学生による卓話。内容が興味深かっ
たので簡単にご紹介させていただきます。
3人の方の卓話で1人目が2014年の米山奨学生でスペイン
人のオルネド・テレス・アロエ・ルシアさん。日本の文
学、文化で今後翻訳をやっていきたい。ロータリーは
様々な重要な場所でのイベントやパーティも非常にたの
しいがまずは様々な国の人との出会い、そして米山奨学
金も重要だがコミュニケーションの重要性、人と人との
繋がり、絆を非常に強く感銘を受けたという話をされ興
味深く聞きました。
2人目2014年度の米山奨学生でカザフスタン出身のツル
ステコフ・カリムジャンさん。観光と貿易を学ぶために
来日。日本の文化、価値観に興味を抱いている。奨学金
により経済的な安定ができ勉学に励める。例会に参加さ
せてもらうことで学ぶことができた。
日本の「おもてなし」の精神を通して、世界的な平和に
対する気持ちの精神の懸け橋になりたい。
3人目2012年度の米山奨学生で中国出身のキン・エンカ
さん。日本では公正に評価されることに驚いた。
ロータリーについては出会いが非常に重要で、会員の方
が皆いきいきとされている。楽しい経験、順調な研究、
意味深い留学生活、刺激がそれを成長させてくれている。
ロータリーの中で友情、温かさ、決してお金では買えな
いようなものを経験させてもらっていてありがたい。
以上が卓話の内容です。
事務局に「学友浜崎」が届いていますのでご覧ください。
親睦委員会
沼田 直輝親睦委員長
９月３０日、横浜大桟橋ロイヤルウイングで夜間移動例
会開催。ご家族での出席大歓迎です。奮ってご参加くだ
さい。

孝ＳＡＡ

米山奨学委員会
坂東 保則委員長
昨日２５９０地区のクラブ米山奨学委員会会議がござい
ました。
米山奨学金の増進副委員長の牛山会員の司会で始まり箕
田ガバナーの挨拶、斎藤理事の挨拶、今年度の活動方針
とクラブ委員長へのお願い。米山学友委員会活動方針と
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同好会委員会
白石 浩司委員長
・10月2日㈮から4日㈰まで野球の全国大会開催。新潟南
ロータリー主催の大会に出席します。募金箱を回します
ので募金をお願いします。
・10月8日㈫第１回大師ロータリーゴルフ大会を上総モ
ナークカントリーで予定しています。参加お待ちしてお
ります。
・10月29日 ７クラブ親睦ゴルフ大会開催。川崎ロータ
リークラブが幹事でトーナメントコースのカントリーク
ラブジャパンにて開催。
参加をお願いします。
・11月18日㈬大師ロータリークラブが主幹クラブになり
横浜スタジアムで野球・神奈川大会を行います。
応援も兼ね、素晴らしいプレーを見に来てください。
よろしくお願いします。

卓

話

黒沢

穣会員

「新会員卓話」
自分の生い立ち、ロータリーに入るまでの歴史を話させ
ていただきます。
会長とは26年前に初めて入居した分譲マンションが一緒
で会長が初代の管理組合の理事長だった。
25年ぶりに会い、こういう形でご縁をいただきました。
1961年（昭和36年）5月生まれで54歳になりました。
生まれは川崎区小田で父は日本鋼管に勤務していた。
東小田小学校2年秋からそろばん塾に通塾し、数字が好
きになった。
小学校4年生で川崎市商工会議所の珠算大会出場し小学
生 読み上げ暗算の部で優勝。5、6年と小学生の部で3
連覇。県大会まで行き、最高で2位まで行きました。比
較的数字は得意な方だと思っております。
田島中学に入学し中1の時も中学の部で優勝しました。
バスケットボール部の部活が忙しくなり部活に専念しま
した。
今は身長が184センチですが、中学に入ったときは前か
ら2番目か3番目くらいで148センチしかありませんでし
た。ポジションもボールを運ぶ係りのガードでした。田
島中学は渡田中学に並んで区内では比較的強いチームで
した。
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その後、新城高校に進学しそこでもバスケットを続けま
した。高校進学前の春休みから練習に加わり、初回から
相当きつい練習をさせられ辞めてしまおうかと思ったこ
ともありましたが、辞めずに続けて良かったと思ってい
ます。新城高校のバスケット部はあまり強くはありませ
んでした。
顧問の先生はあまりバスケットについて詳しくはなく、
OBの方が指導にきてくれ練習についてくれたり、試合に
連れて行ってくれたりするというのが代々続き先輩方に
支えられて3年間続けられました。
卒業後中央大学に進学し、3年間新城高校のコーチを引
き受けました。朝から3時限くらい授業をとり、とんぼ
帰りで週4回くらいのペースで高校に通うのは非常に大
変でした。
自分の中でいい経験になったのは間違いありません。コ
ーチというだけでは対外的なところに行ったりすること
は出来ないため、神奈川県の嘱託員扱いにしてもらった。
当時神奈川県から1か月9,000円くらいのお給料をもらっ
ていましたが2人で実際はやっていたのでひとり4,500円
でした。ほぼ自分がやりたくてやっていたことなので非
常に楽しく過ごさせていたたきました。
当時の仲間とはいまだにたくさんのつきあいがあります。
10年ごとに集まっています。おととしも50周年で日航ホ
テルで200人から集まりました。
自分が15期生ですから1期生もそろそろ70歳になろうか
という年です。集まれるということはいいことだと思っ
ておりました。
2人の息子がいます。大学院の2年生と、大学の4年生で
す。2人とも就職活動の真っ最中です。内定はいくつか
いただいたみたいでとりあえず安心しています。
自分も30年前を振り返るとバスケット部のコーチをして
いることしかアピールすることがなかったのですが今の
会社に縁をもらいやってきました。
昨日、浜寿司での勉強会では会長はじめいろいろなこと
をお聞かせいただきました。自分もロータリーで何がで
きるのかわかりませんが、皆さんときちんと交流をもっ
て考え方をよく学んで、何か自分なりに理解できて何か
できたらいいのかなというふうに思っております。
そんな形でこれからも皆さんとしっかり交流を持ってい
きたいと思っておりますので宜しくお願いします。
ありがとうございました。
2015年9月2日
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●点 鐘
竹田 正和会長
黒沢会員、本当にありがとうございました。突然のお願
いに本当に感謝しております。
NKKは渡辺さんもOBですね。日本鋼管は私たちは業界語
でNK、三井物産は物産です。三菱商事は商事です。よく
覚えておいてください。
それから、そろばん、私もやっていました。桜本にあっ
た第一学園というそろばん塾で4級くらいまでいったか
な？数字は全く弱いです。
黒沢さん、ロータリーライフを楽しいんでいってくださ
い。以上です。ありがとうございました。
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日時：平成２７年９月９日(水)は
通常例会です。
卓話「株式投資で楽しむ方法」
川崎幸ロータリークラブ 土倉

護曜様

次年度理事役員・次々年度会長選出方法諮問
クラブ
会 報
委員会

秦

琢二／坂東

保則／水口

衛／松本

和晃

第２回クラブ協議会
竹中 裕彦（2014-15会長）、岩井
基づき説明。承認された。

茂次（2014-15幹事）が2014～2015年度

クラブ委員会活動報告書に

ガバナー公式訪問出席のお願い
ロータリークラブの公式行事でありますガバナー公式訪問が下記日程にて行なわれ
ます。箕田 敏彦ガバナーをお迎えし、当クラブの活動計画に関する講評や地区重要
課題について卓話いただきます。
当クラブ竹田年度の最重要公式行事として会員皆様のご理解・ご協力をよろしくお願
い致します。当日は多くの会員皆様と箕田ガバナー・小林ガバナー補佐をお出迎えし
たいと思いますので、全員の出席を重ねてお願い申し上げます。

記
日
場

時：平成２７年９月１６日（水）１２時３０分〜１３時３０分
所：大本山川崎大師平間寺信徒会館地下例会場

タイムスケジュール
11:00
ガバナー・ガバナー補佐ご来訪
お出迎え
11:15〜11:30 ガバナー・ガバナー補佐打合せ
会議室
11:30〜12:10 会長・幹事・研修委員長等教育担当者との懇談 会議室
休 憩
― 会員はこれより ―
12:30〜13:00
13:00〜13:25
13:30〜13:35
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