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竹田 正和会長
「奉仕の理想」

第39回）例会

文夫ソングリーダー

卓話者紹介
竹田 正和会長
本日は卓話がございます。元県警に勤務されていました
大橋康司様です。
先日いただいた卓話の続きということで第２回目卓話を
いただきたいと思います。
後ほど詳しい紹介は松本会員にお願いしたいと思います。

来訪ロータリアン紹介
野渡

－晴－

振込先は未定ですが送金先が決まり次第地区から送金す
るという事になっております。募金箱を回しますのでご
協力の程お願い致します。
②川崎大師平間寺様より「御本尊弘法大師降誕御祝会」
のご案内が届いております。掲示
③第7回第1グループ会長幹事会が4月15日に開催されま
した。今年度会長幹事会はこれが最後です。次回6月の
会長幹事会は新旧の顔合わせになる予定です。内容は残
りのスケジュール報告と1月以降の活動報告がなされま
した。報告書並びに議事録が出てきましたら、また報告
をさせていただきたいと思います。
④米山記念館より100円募金のお礼状が届いています。
回覧
⑤先週水曜日例会でしたが、12時30分から元パストガバ
ナーの上野豊さんのお別れの会がありました。野澤パス
ト会長に出席いただきました。私も名刺だけ届けさせて
いただきましたが、多くを生きるということで冊子、お
礼状をいただいております。 回覧

孝ＳＡＡ

須山

川崎ＲＣ

平成28年4月20日

沼田

－余談－
日曜日に「ボディガード」という古い映画を観ていまし
た。ラストに荘厳な会議をしているシーンがあるのです
が、それはロータリーの例会風景だと気がつきました。
紺のロータリー旗でした。機会がありましたら最後のラ
ストシーン見てみてください。

直輝親睦委員長

和義様

会長報告

竹田

正和会長

①地区より「熊本大地震」義援金に対する協力依頼が届
いております。1人1,000円以上のご寄付をお願いしたい。
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幹事報告
須山 文夫幹事
・次週4月27日㈬ 米山奨学生 サルマ・サンゼさんが
お越しになります。
・5月15日サルマ・サンゼさんと牛山会長エレクトが米
山梅吉記念館に見学、墓参り、研修に行っていただきま
す。
・他クラブの例会変更を回覧いたします。メイクアップ
等にご活用ください。
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スマイルレポート（ニコニコボックス）
矢野

清久副会長

川崎RC 野渡 和義様
今年度2回目のメークアップに参りました。どうぞよろ
しくお願い申し上げます。
沼田 直輝会員
先日は父の葬儀に多数の方に御参列並びに生花をいただ
きましてありがとうございます。無事に初七日法要まで
済みました。
松井昭 三会員
14日に始まった九州地域の大地震は未だ続いております
が、国内外近隣国からの支援が報道されて居ます。私も
以前台湾南部地震の時に大師RCから出向きました。
野澤 隆幸会員
旧制県立川崎中学校の同期会・一八会（イチハチ）の設
営、布川二三夫会員のご苦労に感謝。懐かしい旧友との
会合、楽しかったです。
横山 俊夫会員
九州熊本、大分地方の被災者の皆様にお見舞い申し上げ
ます。

出席報告

遠藤
会員数

対象者 出

悦弘出席副委員長

席 欠

席

出席率

2091回

５７

５０

３４

１６

68.00 ％

2089回

５７

４９

３１

１８

63.26 ％

前々回の修正 メークアップ 6 名 修正出席率
メークアップ：
林
鶴、小林
内田 省治、大﨑

勇次、飯塚 元明、宮沢
克之
各会員

75.51 ％

和徳

牛山 裕子会員
4月16日・地区米山奨学生・カウンセラーのオリエンテ
ーションで髙濵カウンセラーと奨学生サルマ・サンゼ君
が対面しました。早速4月27日例会でサルマ君を皆様へ
ご紹介するはこびとなりました。髙濵カウンセラー1年
間宜しくお願い致します。
渡辺 冨士夫会員
桜も終り新緑がまぶしい季節になりました。元気にRCを
楽しみたいです。
布川 二三夫会員
やっとファミリーマートが4月21日に新装開店できるよ
うになりました。
猪狩 佳亮会員
矢野さん誕生日にプラチナチケットありがとうございま
す。妻からもらった、今日しているネクタイと同じくら
い嬉しいです。
須山 文夫幹事
先週土曜日、YEの生徒を連れ春日山部屋の見学・恵の本
さんで昼食をさせて頂きました。髙濵さん、伊藤さん大
変お世話になりました。
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矢野 清久副会長
大橋様卓話宜しくお願い致します。
竹田 正和会長
①「熊本大地震」犠牲者の方々に対し哀悼の意を表し御
冥福を祈り、被害者の皆様にはお見舞い申し上げます。
頑張っていただきたい。
②大橋様、本日はようこそ大師へ。本日の卓話をよろし
くお願いします。楽しみにしております。
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第5回研修会について

野澤

隆幸会員

4月6日に本年度第5回研修委員会を開催させていただき
ました。私が講師を担当いたしました。
①世界の中の川崎大師RC
②川崎東RC創立 川崎大師RCの前身である経緯
③川崎東RCから川崎大師RCに名称変更の経緯
④周年行事の変遷 女性会員の推移について
5回に渡って鈴木委員長が研修会を開催しました。新し
い方、クラブの方々にいろいろなことを広めるようにと
されているので、私も協力をさせていただきました。あ
りがとうございました。

米山奨学生

本日のニコニコのテーマ
「大橋様 再びの卓話宜しくお願いします。
大変楽しみにしています。」
野澤
秦
石渡
磯田

隆幸、水口
琢二、大藪
勝朗、中村
稔、出井

衛、小林 勇次、金澤 康治
善一、嶋崎 嘉夫、細谷 重徳
眞治、内田 省治、竹中 裕彦
宏樹
各会員
合計 ４９，０００円

サルマ・サンゼさんのオリエンテーション
牛山 裕子会長エレクト

地区米山記念奨学委員の牛山からご報告をさせていただ
きます。カウンセラーと奨学生のためのオリエンテーシ
ョンが先週土曜日にございました。
髙濵さんが午後2時から7時までおつきあいくださいまし
た。奨学生のサルマ・サンゼさんと懇親をし情報交換を
されました。
ネパール出身のサルマ・サンゼさんは横浜商科大学の学
部生です。当日4月分の奨学金10万円を渡しました。
5月からは毎月世話クラブからお渡しすることになって
います。
米山梅吉記念館訪問ですがカウンセラーは参加せずに奨
学生がメインでお手伝いをするために地区米山記念奨学
会の委員会の者たちが参加します。
新選考委員である坂東様にはご案内がいっているかとは
思います。クラブからが坂東さんと私が参加する予定で
す。

委員会報告
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国際大会について
金澤 康治姉妹クラブ委員長
来月ソウルで国際大会がございます。出席予定の方は本
日例会後この場所で打ち合わせを行います。
残って下さい。お願いします。

卓話者のご紹介
松本 和晃会員
３月１６日に卓話をしていただきご紹介をしていますが
欠席をされた方のために再度ご紹介をしたいと思います。
大橋 康司様
６８歳
大分県臼杵市出身
昭和44年神奈川県警察官に拝命し39年のうち33年間を刑
事として従事し、特に暴力団犯罪を担当する捜査4課
（現在の暴力団対策課）には10年勤務
平成9年警視昇任、後に松田警察署長、暴力団対策課長、
横浜市警部 副部長を歴任し
平成20年退職

卓

話

謝

辞

20１５−１６年度 国際ロータリー第2590地区
大橋

竹田

康司様

正和会長

今日はどうもありがとうございました。
ユーモアの大切さ、これから１００年先の漫画家に期待
したいですね。それを一度見たい思います。
大橋さん、ありがとうございました。

●点 鐘
竹田 正和会長
熊本の方、大変ですがみんなで応援していきたいと思い
ます。

現在は横浜の民間企業で顧問として
反社会的勢力に関する相談受理等を担当している。

平成２８年５月４日(水)は
祝日みどりの日により
クラブ
会 報
委員会
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秦

琢二／坂東

保則／水口

衛／松本
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