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川崎RC 野渡和義様

孝ＳＡＡ

沼田

直輝親睦委員長

●点 鐘
竹田 正和会長
いよいよ帰港の途に来ました。今年度最終の例会を開催
いたします。
本年度第47回通算2099回の例会を開会いたします。
●斉

唱

「奉仕の理想」
高濵
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感謝状の贈呈
大本山川崎大師平間寺 信徒部

竹田 正和会長
第二信徒課殿
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・次年度になりますが、横浜東ローターアクトクラブ
2016-17年度 第1例会のご案内です。掲示します。
7月6日㈬8時～ キャメロットジャパン
・第4回エイジングクラブが開催されます。出欠席を回
覧致しますのでご記入お願いします
・他クラブの例会変更 回覧 メイクアップ等にご活用
ください。
・６月２９日当クラブは休会です。

出席報告

高濵

玲奈出席委員長

東京麹町ロータリークラブの冊子（思い出草）が届いて
います。「ポリオプラスのつねさんとみねさん」も一緒
に回覧します。
東京麹町クラブは今のポリオプラスの発祥のクラブ
（1985年頃）、当時の麹町ロータリークラブのドクター
2人がフィリピンでワクチンを投与したのが最初といわ
れています。それでこの冊子が出ているのでしょう。
お目通しください。

幹事報告

須山

文夫幹事
会員数

対象者 出

席 欠

席

出席率

2099回

５８

４９

２８

２１

57.14 ％

2097回

５８

５０

３１

１９

62.00 ％

前々回の修正 メークアップ 10 名 修正出席率 82.00 ％
メークアップ：
宮山 光男、林
炭谷 博功、竹中
中村
孝、松本
会員数

鶴、安藤 賢一、嶋崎
裕彦、横山 俊夫、矢野
和晃
各会員
対象者 出

席 欠

席
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出席率

2098回

５８

４８

２０

２８

41.66 ％

2096回

５８

５０

３１

１９

64.00 ％

前々回の修正 メークアップ 10 名 修正出席率
・事務局に「薬物絶対ダメ!!」普及運動ポスターと冊子
が届きました。皆様お持ち帰りください。
薬物クリーン神奈川と神奈川精神医療センター医院長の
川添さんの記事が来ました。こちらも回覧します。
・ハイライト米山190号がきました。寄付金速報という
ことで6月30日までにお願いしますということで書いて
ございます。回覧します。

嘉夫
清久

メークアップ：
林
鶴、安藤
船木 幸雄、宮沢
大﨑 克之、木村

賢一、小林 勇次、坂東
和徳、永松慎太郎、髙濵
秀文
各会員

川崎大師ロータリークラブ
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82.00 ％
保則
玲奈
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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
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伊藤 佳子会員
先日は楽しい移動例会をありがとうございました。
竹田会長、一年間大変お疲れ様でした。
宮山 光男会員
会長、幹事、副会長、理事、役員の皆様、一年間御苦労
様でした。
岩井 茂次会員
先週、竹田丸は「なぜか上海」へ向い、時の流れに身を
任せ、宗右ェ門町をめぐり、恋の町サッポロから
空と君との間をぬけて、大空と大地の中で本日の帰港、
おめでとうございます。
牛山 裕子会員
竹田会長、須山幹事、矢野副会長、一年間おつかれ様で
した。次年度もご指導よろしくお願い申し上げます。

川崎RC 野渡 和義様
竹田会長はじめ三役、委員長の皆様、一年間お疲れ様で
した。
最終例会にメークできてうれしいです。
中村 孝会員
会員の皆様、父の葬儀の際は大変お世話になりました。
渡辺 冨士夫会員
竹田年度１年間おつかれ様でした。役員の皆様も協力あ
りがとうございました。
出井 宏樹会員
船木さん初孫お誕生おめでとうございます。
髙濵 玲奈会員
竹田会長１年間ありがとうございました。
中村 眞治会員
①竹田丸の無事帰港を祝して
②26日市民大会応援ヨロシクお願い申し上げます。
水口 衛会員
・竹田年度の理事、役員の皆様おつかれ様でした。
次年度も宜しくお願い致します。
・先日のP.P会出席いただきました皆様、大変ありがと
うございました。
野澤 隆幸会員
竹田正和会長コンダクターによる、役員、会員、皆さん
の”奏でよう奉仕のハーモニー”。今日いよいよそのフ
ィナーレを迎えました。この一年お疲れさまでした。存
分に心身を癒してください。
川崎大師ロータリークラブ
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竹田 正和会長
・会員の皆様、本船無事帰港できました。一年間どうも
ありがとうございました。
・信徒課の皆様、一年間ありがとうございました。感謝、
感謝の一年でした。

本日のニコニコのテーマ
①「竹田年度無事終了できそうです。
１年間ありがとうございました。」
寺尾
猪狩
遠藤

巌、鈴木 幹久、石渡
佳亮、木村 秀文、黒澤
悦弘
各会員

利治、鈴木
穣、宮沢

昇二
和徳

②「竹田年度無事終了できるかは、
皆様のニコニコにかかっております。
是非お願い致します。（幹事）」

須山 文夫、鈴木 昇二、沼田
布川二三夫
各会員

直輝、秦
合計

琢二

７０，０００円

１年間たくさんのにこにこご協力有難うございました。
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委員会報告

会長・幹事挨拶

クラブ研修委員会
鈴木 昇二委員長
第2回ファイアーサイドが6月1日～8日までで終わりま
した。参加者は43名、大変沢山の方に参加していただき
ました。今年のファイアーサイドは大変中身があるとい
うことで、1人の方は2回も出席してくださいました。安
藤P.Pありがとうございました。
今年度は終わったわけですが、研修会5回、ファイアー
サイド2回 7回。例年になく勉強会が開催できました。
沢山の方が参加いただき、私としては実りある勉強会が
出来たかなと思っています。
こういう時は新会員の方はもちろん大先輩の方も次年度
は積極的に参加していただきたいと思います。ありがと
うございました。

須山

次年度役員より
水口 衛次年度幹事
次年度の小委員長及び委員名簿、行事予定表（案）をメ
ールボックスに配布しました。
小委員長と委員の方、次年度１年間、そちらの委員会で
ご協力の程よろしくお願いします。
４月３日、地区協議会に参加された方に渡された資料で
す。中身を読んで頂き、再度確認をお願いします。
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文夫幹事

１年間無事に例会を運営できたのかなあ？
まだ１週間今年度ございます。まだ結果は見えてござい
ません。１年間、皆様ご協力ありがとうございました。
約２年前、竹田会長より幹事のお願いがあり、竹田会長
の話を聞いて想いをどう実現させるか？ が幹事の務め
であると思っておりましたので、まずは竹田会長が今年
度をどういうふうにしたいか、私はお尻をたたかれなが
らこの１年、２年色々準備をしてきて、やっと今日の日
を迎えられた訳です。
会長はじめ会員の皆様のおかげで例会が進みロータリー
の歯車が回ったのかなと思います。
まず昨年、副会長に厳しく言われたのは「駄目だと思わ
れたら全部幹事の責任だよ！」とプレッシャーをかけら
れました。
幹事というのはそれだけ大事なんだよ！でも「うまくい
ったら幹事のおかげじゃないよ。会員の皆さんのおかげ
だよ！」と言われました。
そういう気持ちでやらさせていただきました。
皆様の評価は終わってみて、落第点はつかないだろうと
いっていただければ一番幸いでございます。
今年度、竹田会長はなにもやらないよ、奉仕活動もそん
なに多くはやらないよと言ってはいたのですが予算的に
も少し厳しいところもあり、そんなに大きなことはでき
ませんでしたが地区補助金などをいただいて南三陸にも
行かせて頂きました。子ども達の笑顔をたくさんみさせ
ていただきました。
社会奉仕委員会の皆さんにやっていただいたのですが、
それを佐沼RCの皆様にお手伝いいただきながら太鼓と三
味線を持っていくだけのことかもしれませんが、私はこ
ういうことができたのは素晴らしいことだったと思いま
した。
ロータリーに入って一番最初に水曜日の昼にお昼を食べ
ればいいんだよと言われてきましたが、ロータリーには
いってから10年目で幹事をやらさせていただき、ロータ
リーとはこういうことなのだな。
自分を育てる人生道場といわれるこのロータリー、いろ
いろ人の為にやっているのではなく自分の為なんだなと
いうことをつくづく思いました。
幹事一年やって自分が一番勉強させていただいたのかな
と思います。ですのでまた次年度の皆様からは本来であ
れば、一つ離れたところから次年度に参加させて頂くこ
とでしたが諸般の事情により副会長を拝命させて頂きま
した。
牛山さんが私が1年間やってきたことを評価して頂き私
の力を、という事だったのでありがたく受けさせていた
だきました。

川崎大師ロータリークラブ
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次年度も副会長という形で前の方に座らさせていただき
ます。
幹事とはやる事が全然違いますのでまた来年も１年間勉
強させて頂きます。
皆様にどれだけご迷惑をお掛けするか、なるべくご迷惑
をお掛けしない様にはするつもりではございます。
まだまだロータリーに入会してたった１０年しか経って
いません。まだやっていないことがほとんどです。
地区にも出させて頂き委員長や地区の青少年関係一通り
やらせていただきました。クラブも青少年が主なもので
すから他の奉仕理事の経験はそんなに多くないです。ま
だまだ未熟ものではございます。
皆様にまた叱咤激励されながら進めさせていただきたい
と思います。
まだ１０日竹田年度ございますが例会は今日が最後です、
１年間の御礼という事で挨拶をさせていただきます。
１年間本当にありがとうございました。

竹田

正和会長

「入りて学び出でて奉仕せよ」・・・ホームページで検
索いたしました。
「ロータリークラブを知っていますか？」というのが1
番目に出てきました。
国際ロータリー第2590地区（横浜市と川崎市）のホーム
ページでした。
2012-13年度に横浜市は、みなとみらい地区の写真で川
崎市が川崎大師平間寺様がここに出ています。
そんなクラブに入れていただき安藤さん、ありがとうご
ざいました。安藤さんと再入会された金澤康治さんが私
のスポンサーです。
丸16年を過ぎまして、先日三ケ月ホテル（別の三日月ホ
テルです）で入会式をした記憶をふと思い出したし、歴
代会長会の席上でも同じことを安藤さんにお話ししたか
川崎大師ロータリークラブ
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なと思っています。
よくできているホームページでした。
遠藤さん、出席報告を何度かしていただきありがとうご
ざいました。
磯田さん、ソウルでは感心しました。素晴しい頭脳だ！
びっくりしました。どこか卓話でご披露されたらいかが
でしょうか
石渡利治さん、会計１年間ありがとうございました。
チャーターメンバーの寺尾さんに布川さん、最後の最後
に出ていただきまして感謝しております。ありがとうご
ざいます。
牛山さん、次年度から会長という大変なお役目になりま
すが常に受付で私をサポートして頂き本当に感謝してい
ます。
水口さんには申し訳ありません。いきなり幹事という事
になりましたが、おそらく２ヶ月くらい前にこういうこ
とがあったら受けていなかったのかな？と・・・
思っています。ぎりぎりでこういうことになったことで
水口さんが幹事を受けていただけたのかなと思っていま
す。これもありがたい話だなと、この布陣に須山さんを
入れた三役ならたぶん問題なくいけるのではないかなと
思っています。
ラビンドランＲＩ会長は世界へのプレゼントになろう
「We are gift the world.」と、最初は意味がまったく
わかりませんでした。
ロータリーの友精読ご苦労様でした。猪狩さん
原文の方が聞こえがいいですね。
2590地区の箕田ガバナーから、ロータリーの原点とその
心を大切にしようというメッセージを私共にいただきま
した。
7項目は毎年同じなんですね。勉強会をしよう、研修会
をしようというテーマをいただきました。
箕田ガバナーに言われる前に直前の竹中年度で10人の入
会者があり、その中で若い方たちが5人位おられ、すご
くフレッシュな感じがしました。これはやはり勉強しな
ければならない、ロータリーを少しわからなければいけ
ない。
1年間、時間を作らなければいけないと考えていました。
それは私が入会した時に情報委員長 鈴木幹久さんが3
回か4回勉強会を開いたかと思います。
あの時、私が最後80番目の入会者だったということです。
その前が57名スタートなので20何名新会員が増えた時で
した。
その時は何をやっているのかさっぱりわからなかったの
ですが、そのうちわかるよと言われ3年経ったのですが、
なんとなくその次の年に遠藤さんの年度で30周年を目前
にして奉仕事業 エクアドルに救急車を2台贈りました。
先日地区の拡大増強退会防止セミナーに出席した際しま
した。ロータリーに入ったら感動しないとやめてしまう
よね。
遠藤さんの年度で私は受付を任されて、そこにエクアド
2016年6月29日
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中村さん、 野球部で頑張っています。ありがとうござ
いました。
いろいろ悩みもありました。落ち込んだこともありまし
た。
それからいいこともいっぱいありました。でもそれも含
めて全部自分の身になりました。肥やしになりました。
この一年は人生の中で最も記憶に残る１年だったと思っ
ています。

ルの大使を招いて薬師殿の前で写真を撮り、一番ちっち
ゃく一番上に写っていました。それですごいんだなぁロ
ータリーというのは・・・
それから少したってからこれは１クラブでやるような事
業ではないんだなと後で思いましたがそれを大師はやっ
てしまったと。
それをさらにエクアドルに贈ってその後竹之内さんの年
度で地区大会で各クラブの奉仕活動を発表するブースが
パシフィコでありました。
その時に大師のブースがすごい映像を交えたブースでし
た。それを思い出したのは田村さんからお手紙を頂き思
い出したのですが、田村さんと竹之内さんであれをつく
ったんですよね。あれを見たときにすごいな！と地区の
中でもトップのブースでしたね。（当時62クラブ位あっ
たのですが）そういうのを感動しました。
クラブをやめたいなと何度も思ったけどそんな中で幹事
を拝命して、その時のガバナー補佐が鈴木幹久さんで会
長が野澤隆幸さんで一年間（2007-08年度）、これがま
たいい年で、未だに会長幹事会をやっているんですね。
16回終わりました。この11月に私共のクラブで幹事をや
りますが、17回目に突入です。1クラブ減ってしまった
のですが、日吉クラブが無くなったけれども南クラブに
移っているのでメンバーは13～14人いるんです。
そんな同窓会もありながら我が友を得たというか、一生
の友になるんじゃないかなと思っています。
話が飛びましたが、研修会については本当に鈴木昇二パ
スト会長には感謝しています。
いきなり情報委員会を研修委員会にしていただきまして
５回の研修会。
最後は野澤パスト会長の川崎大師ＲＣ歴史とこれはまた
プリントを確保して、「次に何かあったら使えるよ」ぐ
らいの内容でした。
松本さん、いつもいつも誕生日のプレゼントをお安くし
ていただき感謝しています。ありがとうございます。
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多分ガバナー補佐はこの年度で500％という月があった
ようでしたが、私は１度360％あったかなと思います。
ガバナー補佐を経験するよりクラブ会長の方が印象に残
る、記憶に残る１年だったのかなと思っています。
そんな中で「奏でよう 奉仕のハーモニー♪」を掲げま
した。具体的ではないんですが響きの良いスローガンが
ほしいなと思っていて、音楽をする人もたくさんいるの
で奏でよう 奉仕のハーモニーでさいごに♪つけました。
好評かどうかは別にしてこんな年度があったよというふ
うに覚えておいていただければありがたいなと思ってい
ます。
野澤パスト会長には職業奉仕の理事をお願いして快くお
引き受けくださいました。
あるクラブの会長からは野澤さんをそれはまずいだろう
ということも言われました。
野澤さんの奥様からはちょうどいいわよとおっしゃって
いただけたのでそれならお願いしていいのかなと・・・
それとベネファクターをお願いしました。野澤さんと私
とで２人でベネファクターということにさせていただき
ました。
何しろ「ロータリーの行動規範」、それから「大連宣
言」と、毎月週報に載せていただきまして皆さんが必ず
自分がそういう立場になった時に、これは役立つと思い
ます。パソコンにでもバックアップをとっておいだらい
いんではないかと思います。
そんなことをやっていただいて野澤パスト会長には本当
に感謝いたします。ありがとうございました。
職業奉仕の皆さんにはそのあとに職場訪問、私たちは遠
足だと思っていますが、職業奉仕月間の卓話 鈴木恒夫
さんをよんでいただき、いいお話をきかせていただき、
職業奉仕委員会には感謝申し上げます。ありがとうござ
いました。
少し話を戻しますと一番大事な第一例会に必ず行っても
らった、ロータリーの友精読会。岩井委員長は大変だっ
たでしょうね。本来ならもっと楽だったと思うよね。僕
も最初は15分位でいいのかなと思っていました。正
直・・・
そうしたら、ある日ある時に石渡勝朗さんにあれいい
ね！と言われそれ言われたら私の思惑から外れました。
それ言われて、かなり素晴らしいロータリーの友精読時
間になりました。実はロータリーの友編集長の二神さん
にも何度もおいでよとメッセージを送りましたが、とう
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とう来られませんでしたが毎月ボールペンがあたるとい
う事態になったと思います。
二神さんがそれすごいね！すごいね！ということをロー
タリーの友の事務所の中でおっしゃっていたそうです。
それは須山幹事が聞いていたようです。
岩井さんには次々年度また会長という大変な立場になら
れる、その中で本当に11回。
1回は鈴木昇二さんにお任せしましたが、あの時はひど
かった。黒澤さんかわいそうだったなあ。ぎりぎりまで
読ませてもらえなくて・・・
黒澤さん本当にありがとうございました。あの時はひた
すら呼ばれるのを待っていました。
そんなところで「ロータリーの友精読」は学びの第1歩
と考えました。実は地区役員からいまさらといわれまし
た。
いまさらでもいいんだよと、いまさらやらなきゃいけな
いんだよ」というのが僕の発想でした。
皆さんどうでしたか？ロータリーの友精読。
（「素晴らしい」との発声あり）
ひとりでもそういう方がいらっしゃればそれでいいんじ
ゃないかなと思います。
次の年度はどうするかはわかりませんが、僕はこの年度
でこれはやりたいと、そういう意思でやっただけですの
でその辺はわきまえていただければと思います。
一つだけ申し訳ない、先に謝っておきます。
期首よりは2名減りました。60名が58名になっています。
出席率についても地区内では下位を低迷しています。私
の不徳の致すところでございます。
次年度、牛山年度で挽回して頂ければと思います。
あえて私は期首資料に出席率とは書いていないんですね。
出席と書きました。
率はいいんです。出席してもらえれば。ということで物
を考えました。
ポールハリスはいいました。
童心に帰る1時間、そのような例会に是非してみたい。
そういう思いがあり出席率ではなく出席というふうに考
えました。
社会奉仕、青少年奉仕本日来ていませんが本当に継続事
業大変だったと思います。
一度継続事業を白紙に戻したいとこの年度何回も思いま
した。ですがやはり地域というのはここの地区は特別だ
なと会長をやってわかりました。
お大師様の城下町というのは経済特区かなと、であれば
どうしても地域の継続事業は継続せざるをえないものも
あるということに気がつきました。
その中で地区補助金を使って心の復興プロジェクトとい
うことで南三陸に戸倉小学校に太鼓と三味線がおくれま
した。これは佐沼ロータリークラブの力も借りました。
本当に感謝したいと思います。
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先程幹事もおっしゃってましたが本当に子供の笑顔が忘
れられないです。前に学校があった場所よりも30メート
ル上に学校を作ったそうです。だから坂が相当きついそ
うです。
そういうところで勉強されていて本当に明るい、元気、
その小学校は1人の犠牲者も出さなかった。
なぜなら山へすぐ上がったから、本来なら石巻と同じよ
うになったかもしれません
ですが山にすぐ上がれという指示があり犠牲者が出なか
った小学校です。
将来、ロータリアンが出て来るんじゃないのと思います。
国際奉仕、出井さん本当に大変なところをありがとうご
ざいました。
韓国へ、ソウルへ、国際大会へ、僕は大坂は少し顔を出
したことはありますがソウルの国際大会に出てはじめて
国際大会の大きさ、ビッグなものを感じました。本来な
ら国際奉仕委員長をお願いしただけでも大変だったのに、
申し訳ありません。
ただ出井さんに関してもこの間の退任のあいさつの中で
一つの思い出ということになされたようなので感謝して
ますありがとうございました。
矢野副会長、須山幹事におかれましては足掛け2年半で
す。
当時の週報をもってきましたが鈴木昇二年度の12月にノ
ミニーを拝命しています。その前位に幹事の依頼をかけ
ていますので、約2年半位須山さんと、矢野さんと相談
しながらここまでまいりました。
本当に私を支えていただいてありがとうございました。
感謝しています。
最後になりました。
本日をもってこの年度を終わりますが「入りて学び出で
て奉仕せよ」を胸に、地域・社会を・大きくは世界平和
のために貢献してまいりたいとこんな風に考えています。
「奏でよう奉仕のハーモニー♪」から
「家族あってのロータリー！」に襷を引き継ぎます。
結びにこの年度、ご協力いただいた川崎大師平間寺様、
家族、事業所の社員、竹下事務局員には生涯忘れること
ができないほどお世話になりました。
感謝！感謝！ありがとうございました。
出港して間もなく尊敬するロータリアンのひとり、船山
昭三パスト会長は永眠されましたことは残念でなりませ
んでした。
クラブにとって大きな損失であったことは間違いないと
思っております。
哀悼の意を表し御冥福をお祈り申し上げます。合掌
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正和会長

地区へ出られた鈴木幹久さんはじめ地区委員会に所属さ
れた皆様には本当にお疲れ様でございました。
大師の底力を身をもって体験されたのではないかと思い
ます。私はそう自負しております。
本日は野渡さん最後までのお付き合いありがとうござい
ました。
以上をもってこの年度の例会を閉会したいと思います。

日時：平成２８年７月６日㈬は
通常例会です。
「会長・幹事就任挨拶」です。
クラブ
会 報
委員会
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