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ゲストのご紹介

牛山

裕子会長

2016-17年度 地区ローターアクト代表
横浜ローターアクト所属 岡山奈央様
地区ローターアクト委員会 委員長
横浜保土ケ谷ロータリークラブ 三根山貞夫様

ご挨拶
横浜保土ケ谷ロータリークラブ

鐘

牛山

●斉

唱

「我らの生業」

ローターアクト地区代表 岡山奈央様の鞄持ちとしてお
伺いさせていただきました。
18歳、19歳の本当の子どもたちが何年か経つとこんなに
立派な完成品としてみんなにご紹介できるということで
ローターアクトが若い人たちの育成に欠かせないなとい
うことをご理解いただければありがたいと思います。
よろしくお願いします。

●点

裕子会長

伊藤

川崎大師ロータリークラブ

三根山貞夫様

佳子ソングリーダー
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来訪ロータリアンのご紹介

孝親睦活動委員長

川崎南RC

会長報告

円井正一様

中村

2016-17年度 国際ロータリー第2590地区

幹事報告

岩井 茂次会長エレクト

青少年奉仕委員長

牛山

裕子会長

①第50回 神奈川県ロータリアン親睦テニス大会 上野
杯です。11月8日火曜日 場所は湘南ローンテニスクラ
ブです。当地区だけではなく神奈川県全体ですから湘南
とか、横須賀のロータリアンとも親睦できるテニス大会
でございます。お申し込みは10月16日〆切です。掲示を
しておりますので興味のある方はご覧になって下さい。
②昨日、当地区の会長・幹事研修セミナーがございまし
た。水口幹事と出席をしてきました。
皆でいろいろ話し合いをしましたが、当クラブは皆様の
おかげもありクラブ委員会活動計画書を最初に作りまし
た。この通りに進捗しているという報告を申し上げてま
いりました。

・10月13日 聖クララ幼稚園で開催予定のふれあい移動
動物園の案内
・10月19日 職場訪問移動例会
・11月12日 地区大会 パシフィコ横浜会議室で行なわ
れる当クラブ移動例会出欠席の回覧をいたします。特に
懇親会人数把握のため、懇親会の出欠については本日締
め切りとさせていただきます。
・10月5日 当クラブの例会、会場変更になっておりま
す。金剛閣２階洋間となります。お間違いのないようお
願いします。
・各クラブ例会変更が届いております 回覧
・9月28日(水)は３クラブ合同移動例会となります。点
鐘18時30分となります。お間違えのないよう、日航ホテ
ルにお越し下さい。

出席報告

石渡
会員数

対象者 出

利治出席委員長

席 欠

席

出席率

2110回

５８

４９

２８

２１

57.14 ％

2108回

５８

５０

３８

１２

76.00 ％

前々回の修正 メークアップ 2 名 修正出席率

80.00 ％

メイクアップ
林 鶴会員、竹内祥晴会員
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スマイルレポート（ニコニコボックス）
須山
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国際奉仕委員会

猪狩

佳亮委員長

文夫副会長

横浜保土ケ谷RC 三根山貞夫様
岡山RA地区代表のかばんもちで、おじゃましました。
よろしくお願いします。
松井昭三
１０年用のパスポートを更新しました。これで88歳まで
海外旅行が出来ます。
渡辺冨士夫
妻の誕生日にお花を頂きました。大変喜んでおりました。
ありがとうございます。

こんにちは、今日は皆様方に1枚ずつ紙をお配り致しま
す。米山学友履歴シート川崎大師RC、一番最初が1977年
4月から1979年3月まで在籍されたチャンさんをはじめと
して歴代米山奨学生として来られていた方のリストで
す。人によりますが住所が分かる方もいらっしゃいます
が、わからない方もいらっしゃいます。それが一覧にな
っています。
昔から会員の方は懐かしんでいただきながら、連絡先分
かりますので場合によっては年賀状や夏のお便りなどで
連絡をとって交流をしていただけるといいかなというた
めの資料です。1977年というのは私が生まれた年です。
会員でいらした方が何人かいらっしゃるかなと思いま
す。是非ご活用いただければと思いますので、今からお
配り致します。

ローターアクト委員会

出井

宏樹委員長

横山俊夫
先週の救急水ボトル配布に参加の皆さん、ありがとうご
ざいました。
牛山裕子会長
三根山地区ローターアクト委員長様、岡山奈央地区ロー
ターアクト代表、ようこそ
川崎大師RC、例会へお運び下さいました。岡山代表には
川崎大師RAC再立ち上げにもお力添え下さい。
卓話を拝聴致します。

本日のニコニコのテーマ
「岡山様 本日の卓話 宜しくお願い致します。」
横山俊夫会員、鈴木昇二会員、野澤隆幸会員
中村 孝会員、出井宏樹会員、須山文夫会員
岩井茂次会員、石渡勝朗会員、石渡利治会員
秦 琢二会員、竹内祥晴会員、黒澤 穣会員
伊藤佳子会員、矢野清久会員
合計 ３４，０００円
川崎大師ロータリークラブ

先日川崎大師ローターアクト再立ち上げに際しまして、
皆様方に候補者の人選のお願いを配信いたしました。是
非趣旨を汲み取りまして候補者の方の人選をお願いした
いと思います。現在９名の方のお名前があがっていま
す。
今日は横浜ローターアクトの地区代表の岡山奈央さんの
お話、ローターアクト活動について卓話がございます。
その内容も今日はっきりとわかると思いますので、内容
を鑑みてご推薦をいただきたいと思います。どうぞよろ
しくお願いします。
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鈴木幹久委員長

本日の3分間スピーチは秦 琢二会員にお願いをしてお
ります。ご入会は2006年（平成18年）2月です。10年と7
ヶ月の歳月を経過しております。
職業は後ほど詳しくお話しがございますが、千代田ブル
ープリント 株式会社の代表取締役。法政大学 経済学
部です。

３分間スピーチ 秦 琢二会員
印刷屋をやっております。
元元は、設計からはじまって、印刷・コピーセンターと
なって、いまや斜陽産業の筆頭となっております。
現在はホームページ、紙媒体の電子化や各種データ処
理、学校等のグッズ作成や講演会の手配等、広告代理店
的な業務も行っています。近々では尾木ママ、林先生を
お迎えした講演会等も行っています。
失敗したことという事ですが、失敗はほぼ、原稿や写真
の間違いやデータ処理の仕方が違うといった事です。
ですので、ユニークなお客様のお話をさせて頂きます。
講演会で、講師の方が大幅に講演開始時間が遅れたこと
があります。会場でお待ちしていてもいつまでも表れな
いので、携帯、ご自宅に電話したのですが、応答がな
い。仕方が無いので、ご自宅まで行ったら、寝ていたと
いう事がありました。
印刷では、写真やその他の素材を全てお客様よりご提供
いただいて完成した印刷物、その後、写真の１枚に顔出
しＮＧだった方がいらっしゃって、「どうしてくれる」
と怒り出すお客様とかもいらっしゃいました。
ただ、以上の事はお客様からクレームと言うよりも、ご
意見として社内で検討して、その後の経営に活かそうと
としています。
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横山

俊夫会員

国際ＲＣ2590地区 ローターアクト地区代表 岡山奈央
さんです。
横浜ローターアクト所属です。
横浜生まれ、横浜育ち。
泳げないのに、なぜか海が好き。
根っからのベイスターズファン！
余談ですが24日の横浜スタジアムのジャイアンツ戦にど
うしても行きたいんだと言っている中で、アクトの仲間
がいろいろなところを手配して行くらしいのですが、先
ほどジャイアンツでいいんだったらチケットあるよと言
っていた人がいて喜んで良い話をしてくれると思います。
なんと言っても大師巻きが大好き。大好きな2590地区を
もっと楽しく、もっと笑顔がいっぱいにできるようにふ
れあいたい。
地区のターゲットは「開帆」かいはんといいます。
今日お見えの三根山委員長はその帆に寄り添うように応
援をしていくということで今日もお出かけをいただいて
おります。
地区の委員会としても全面的に地区のアクトを応援して
いきたいと思っております。
彼女は平成３年生まれで現在東海大学の大学院博士（１
年生）です。
2007-08 青少年交換でフランスに留学し現在に至って
います。
地区に関係のある方は親しい方も多いかと思いますが、
今日はローターアクトの活動と言うことで、我々の再立
ち上げ、地区としても、リーダーとして全面的に応援し
ていただいておりますので、どうぞお話を聞いていただ
いて、うちのクラブのアクトの立ち上げに一歩でも近づ
ければと思っております。
それではよろしくお願いします。

川崎大師ロータリークラブ
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卓話
016-17年度 地区ローターアクト代表
横浜ローターアクト所属 岡山奈央様
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㻔ᶓ㻾㻯ᥦၐ䠅
⪷ẕឡඣᅬὶ
㻞㻜㻝㻣ᖺᮇ 㻬ᖹሯᕷ
䞉㻠㻡ᖺ㛫⥆䛟
䞉Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜ᆅᇦ㈉⊩
䞉ྜྠ䛷ඃ
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ӸЭ≝˱⅝ ش॰ʂʼ
ࢫᎰ≝עғ࠴ʙ
⇕∏⇼≝್ාி∓∞⇥∞⇈⇕⇮⇕∏⇼
Ⅴෙٳᘍ↝ↂ↗↙↸˱⅝↧شⅥ
ӸЭ≝ޛӝ ʁҦ
ࢫᎰ≝עғ˟ᚘ
⇕∏⇼≝್ා∓∞⇥∞⇈⇕⇮⇕∏⇼
Ⅴ್ා‶⁗⁀″⇿⇊⇟⇥∞⇠ڤٻⅼ㣫Ⅵ
ӸЭ≝Ӵဋ ↱↱
ࢫᎰ≝עғ࠼إ
⇕∏⇼≝್ාҤ∓∞⇥∞⇈⇕⇮⇕∏⇼
Ⅴଢ↺ᙸ⇁ٹↂ↗ⅻЈஹ↺––Ⅵ
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ᖺḟ
ӸЭ≝ޛஜ ᅎ᠗
ࢫᎰ≝עғႺЭˊᘙ
⇕∏⇼≝್ාி∓∞⇥∞⇈⇕⇮⇕∏⇼

Ⅴܱ↞⅚ឯԛᓳᛖ≆Ⅵ

᪥⛬䠖㻞㻜㻝㻢ᖺ㻝㻞᭶㻝㻣᪥㻔ᅵ㻕
ሙᡤ䠖┴Ẹඹ῭䝩䞊䝹
䝩䝇䝖䠖ᶓ䝻䞊䝍䞊䜰䜽䝖
ᐇ⾜ጤဨ㛗䠖ᒸᒣኸᐇ
䛂┠ᣦ䛫㻞㻜㻜ே䟿䛃

ᆅ༊◊ಟ䞉༠㆟
ӸЭ≝ᤠங ٽܪ
ࢫᎰ≝עғˊᘙ⇴∅⇱∞
⇕∏⇼≝್ාி∓∞⇥∞⇈⇕⇮⇕∏⇼

Ⅴᤠங⅚ٽܪⅻ⇂↟↹↭ↈ≆Ⅵ

᪥⛬䠖㻞㻜㻝㻣ᖺ㻢᭶㻝㻤᪥㻔᪥㻕
ሙᡤ䠖䝋䝅䜰㻞㻝
䝩䝇䝖䠖ᶓᮾ䝻䞊䝍䞊䜰䜽䝖
ᐇ⾜ጤဨ㛗䠖౫⏣⚞⣖
䛂༞ᴗ⏕䛻⣲ᩛ䛺ᛮ䛔ฟ䜢䟿䛃

ᆅ༊㟷ᑡᖺḼ
ᶓ༡䝻䞊䝍䞊䜰䜽䝖䠄45࿘ᖺ䠅
䛂䜏䜣䛺䛾䛯䜑䛿䜂䛸䜚䛾䛯䜑
䜂䛸䜚䛾䛯䜑䛿䜏䜣䛺䛾䛯䜑䛃

ᶓ䝻䞊䝍䞊䜰䜽䝖䠄45࿘ᖺ䠅
䛂ຬ 㑌㐍+䜂䛸ఇ䜏䛃

䛂㛤ᕹ䛃
ᶓᮾ䝻䞊䝍䞊䜰䜽䝖䠄45࿘ᖺ䠅
䛂M䠃A 䜏䜣䛺䛷䜰䜽䝅䝵䞁䛃

᪂ᶓ䝻䞊䝍䞊䜰䜽䝖䠄100ᅇグᛕ䠅
䛂ATTRACT䛃

䝧䜲䝣䝻䞁䝖ᶓ䝻䞊䝍䞊䜰䜽䝖䠄4ᖺ┠䠅
䛂䛣䛣䜝䛃

ᕝᓮᖌ䝻䞊䝍䞊䜰䜽䝖䛜ᡠ䛳䛶䛟䜛䜎䛷…
䛜䜣䜀䜚䜎䛩䟿

᪥⛬䠖㻞㻜㻝㻢ᖺ㻝㻝᭶㻝㻞᪥㻔ᅵ㻕
䝩䝇䝖䠖ᶓ༡䝻䞊䝍䞊䜰䜽䝖
䛂㍯ 䡚䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛛䜙⏕䜎䜜䜛
䛴䛺䛜䜚䡚䛃
ᐇ⾜ጤጤဨ㛗䠖∦ᒣᐋ㑣

ᅜෆ◊ಟ
᪥⛬䠖㻞㻜㻝㻣ᖺ㻟᭶㻝㻤㻙㻞㻜᪥
ሙᡤ䠖㮵ඣᓥ ▱ぴ࿘㎶
䝩䝇䝖䠖᪂ᶓ䝻䞊䝍䞊䜰䜽䝖
䝧䜲䝣䝻䞁䝖ᶓ䝻䞊䝍䞊䜰䜽䝖
䛂䜎䛪䛿᪥ᮏ䛛䜙䚹ぶ╬䛸♫ዊ䛸䛃
ᐇ⾜ጤဨ㛗䠖ᶓሯᓫᘯ䞉ᡭሯ

⣲ᮔ䛺ၥ䐡

↘⇂↙עғᘍʙⅻⅱ↺ⅺ
ჷ→↕ⅳ↭ↈⅺ≢
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↻↖↱ᅶⅻ
⇈⇕⇥∞↖ⅳ↓↔ↀ↺ྸဌ
․•‣ ‟․•‣ ࠰ࡇ
ஜൢ↖Ⅴ߷߃ࠖٻ⁄″‵Ⅵ⇁
ࣄↄ↊ⅳ↖ↈⅺ≢

↻↖↱ᅶⅻ
⇈⇕⇥∞↖ⅳ↓↔ↀ↺ྸဌ

߷߃ࠖٻ∓∞⇥∞⇈⇕⇮
ࣄ↝⇑⇔↞‱–

䝻䞊䝍䝸䜰䞁䛸ヰ䛧䛯䛔

䛚㢪䛔
䐟ⓒ⪺䛿୍ぢ䛻䛧䛛䛪䟿
䛸䛻䛛䛟୍ᗘ䚸
䜰䜽䝖䛻᮶䛶䜏䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䈈䝯䜲䜽䜰䝑䝥䛻䛺䜚䜎䛩
䐠䜰䜽䝍䞊䛸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢
䐠
䈈䛺䛻䛛Ⓨぢ䛜䛒䜛䛛䈈䜒䠛
䈈
䛺

߷߃ࠖٻ∓∞⇥∞⇈⇕⇮
ࣄ↝⇑⇔↞‱–
∝˂⇕∏⇼̊˟⇁ᙸ↺
℉↱↖⅝ۯஹ↕↮↻↟ႆᙸⅻⅱ↺↞↉

∝ᐯЎ←↙↹↝ⅱ↹૾
℉ኖഘ↚ⅱ↾↙ⅾ↕↱ⅳⅳ

∝∓∞⇥∐⇈∙↝ྸᚐ
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辞

牛山

裕子会長

おつかれさまでした。岡山さん、本日はどうもありがと
うございました。
いろいろ今ご質問がありましたけれど、私どもの今年度
の活動計画書きちんと活動計画としてローターアクト委
員会計画がのっております。
再立ち上げ目指していきたいと思っております。

ૠ⅝↝Ↄᅇ⇁
ဎↆᚪⅱ↹↭↊⇂↖ↆ
ↂ⇂↙ᅶ↱∓∞⇥∐∞↝⃯ငཋ⃰↖ↈ

皆すごくまじめな真剣な顔をして岡山さんの、代表のお
話を聞きましたので
だいぶ気分的には進んでおりますし実際に私共は第一グ
ループです
そこの会長・幹事会でも各クラブにお願いをしておりま
す。
一日も早く実現できれば良いのですが、急ぐのではなく
て
確実に会員になる
候補者には理解をしていただいてと思っております。
ご協力よろしくお願いします。
ありがとうございました。

●点

鐘

牛山

裕子会長

日時：平成２８年１０月５日㈬は
通常例会です。
ロータリーの友精読

※例会場が「金剛閣客殿」に
変更になります。
クラブ
会 報
委員会
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勇次／秦

琢二／沼田

直輝
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