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●司　会　　松本　和晃ＳＡＡ

●点　鐘　　牛山　裕子会長

●斉　唱　　「国歌」斉唱　「奉仕の理想」

　　　　　　　　　　　伊藤　佳子ソングリーダー

ゲストのご紹介　牛山裕子会長

国際ロータリー2590地区　第１グループ

ガバナー補佐　戸村正房様

国際ロータリー2590地区　第１グループ

次年度ガバナー補佐　青木松枝様

米山奨学生　金　勁佑様

戸村ガバナー補佐より奨学金の授与

入会者紹介

須藤　宏様

ネームプレート、バッチの授与　牛山裕子会長

お名前　須藤　宏様

紹介者：牛山裕子会長、水口　衛幹事

職業　：弁護士業

住まい：東京都世田谷区奥沢

出身校：東京大学

趣味：ドライブ

ご家族：母、妻、子ども２人

御挨拶　須藤　宏会員

須藤です。本日再入会させていただきました。ありがと

うございます。

前回非常に仕事が多忙で出席率を下げてしまうとご迷惑

になるかと思い退会させていただきましたが

今日こちらに来させていただき、ふるさとみたいな感じ

で再入会させていただき良かったと思います。

出席率をさげないように頑張りたいと思いますのでよろ

しくお願いします。
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会長報告　牛山　裕子会長

本日は幹事が欠席のため、例会終了後理事会を開催しま

す。

理事、役員の方はお忘れなく会議室に１時４０分までに

お集まりいただきますようお願い致します。

幹事報告　須山文夫副会長

・６月１７日㈯川崎大師平間寺写経会、境内史跡巡りの

出欠を回覧。

・他クラブの例会変更回覧しますのでメイクアップにお

役立てください。

メークアップ：

宮山光男会員、安藤賢一会員、中村眞治会員

石渡利治会員、沼田直輝会員、宮沢和徳会員

永松慎太郎会員、猪狩佳亮会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　須山文夫副会長

RI2590地区　第１グループ

ガバナー補佐　戸村正房様（川崎RC）

本日はガバナー補佐の引継ぎでまいりました。皆様には

大変お世話になりました。

RI2590地区　第１グループ

次年度ガバナー補佐　青木松枝様（川崎中央RC）

本日はご挨拶に参りました。どうぞ宜しくお願い致しま

す。　

須藤　宏会員

再び入会させていただきます。よろしくお願い致します。

松井昭三会員

５番目の孫が運転免許証が受かりました。あともう１人

です。

梅雨入りが近づき、なかなか沖縄の「かりゆし」を着る

事が出来ません。

黒澤　穣会員

ラストです。１年間ありがとうございました。

中村眞治会員

１．戸村さんガバナー補佐お疲れさまでした。

　　青木さん、次年度はお世話になります。

２．須藤さん入会オメデトウございます。

出席報告　　　　　　　　　　　石渡　利治出席委員長
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野澤隆幸会員

戸村さん、青木さん　ようこそお出でいただきました。

渡辺冨士夫会員

戸村さん、青木さん　ようこそ。

黒澤さん一年間ロータリー精読ありがとうございます。

横山俊夫会員

委員会活動にご理解ご協力を頂き、無事に計画全ての活

動が終了致しました。

６月は総会月で、本日の例会も退席させて頂き、年度内

は本日が最後となります。

一年間ありがとうございました。

竹田正和会員

戸村AGには一年間おつかれさまでした。青木AGEには一

年間よろしくお願いしたいと思います。

まずはようこそ！！大師へ

牛山裕子会長

①第１グループ戸村正房ガバナー補佐、青木松枝ガバナ

ー補佐エレクト様、御来訪ありがとうございます。

②須藤宏様　入会おめでとうございます。ロータリーを

ご一緒できるのを嬉しく思います。

本日のニコニコのテーマ

「黒澤委員長、今年度最後の友精読

　　　宜しくお願い致します。

　　　　　１年間ありがとうございました。」

宮沢和徳会員、岩井茂次会員、大藪善一会員

星野祐治会員、小林勇次会員、出井宏樹会員

秦　琢二会員、猪狩佳亮会員、内田省治会員

中村眞治会員、鈴木幹久会員、竹田正和会員

寺尾　巌会員、竹中裕彦会員、矢野清久会員

伊藤佳子会員

卓話タイム

　

ロータリーの友　精読　黒澤　穣雑誌・広報委員長

一年間、ラストになりました。ありがとうございました。

この最後の日に戸村ガバナー補佐がお出でになるとはお

もってもいませんでした。

少しハードルが高くなりましたが、いままで通りかいつ

まんでどこに何が書いてあるのかを

お伝えしたいと思います。

ロータリー親睦活動月間のタイトルで発行されていま

す。

・7P　国境を超え　アジアの人々のために

ロータリーの活動がアジアの諸地域でどんな活動をして

いるかが紹介されています。

・8P　カンボジアの小学校にソーラーパネルを設置

・9P　パンガアン島で水支援プロジェクト　３クラブが

協同で実施

・10P　インドの子どもたちに日本の古着などを寄贈

・11P　タイ・チェンマイの光あふれる活動に協力

カンボジアミッション　水と衛生プロジェクト

・12P　カンボジアに図書館を寄贈

タイ北部のアカ族集落で貯水施設などを支援

・13P　リサイクル自転車の贈呈式

・14P　バリ島の子どもたちのために

チャリテイーゴルフの収益金でタイの小学校に図書寄贈

・15P　３カ国３クラブで図書館建設

・16P　ロータリー財団100周年を祝う

　当地区の話です。

　100年以上続く企業から永続性を学ぶ

・25P　10年後のロータリーは？

・28P、29P　第1回RYLAセミナーリポート

　

・34P、35P　ジャーム会長の実りある一年を振り返る
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・40P　フランス人ロータリアンの見たJAPON

・47P　パズルdeロータリー（３月号）の答え

　　　２４本の歯車の話が詳しく書いてあります。

・44P　パズルdeロータリー

　　　答え「リテラシーです」

　　元々はラテン語で

　　「読み書きができる、教養のある｣という意味から

転じて、｢情報や知識の活用能力」

　　という意味でよく使われいます。

　　

岩井さんの後を受け、ロータリーの友の精読をやらせて

いただきました。

斜め読みの中で自分が興味を持ったこと、わからないこ

とを調べながら説明をさせて頂きましたが皆さんにお聞

き苦しい点もあったかと思いますが１年間ご静聴をいた

だきありがとうございました。

総評　　　　　　　　　　　　　　　牛山　裕子会長

黒澤委員長、１年間12回ありがとうございました。

前にロータリーの友についてのアンケートを見たことが

あります。

ロータリーの友を読みますか？

うちのクラブでは１００％読みますとお答え出来ますね。

ありがとうございました。

会員の入会祝い

　宮山光男会員　1990年6月6日　

　竹田正和会長　2000年6月4日　

　伊藤佳子会員　2004年6月2日

　木村秀文会員　2015年6月24日

奥様誕生祝い

　寺尾　巌会員　奥様　富美代様

　水口　衛会員　奥様　史　子様

　坂東保則会員　奥様　裕　子様

　中村　孝会員　奥様　知　美様

会員の誕生祝い

　長島　亨会員

　竹中裕彦会員

　鈴木昇二会員

　大﨑克之会員

　船山佳則会員

　星野祐治会員

御挨拶

RI2590地区　第１グループ

ガバナー補佐　戸村正房様（川崎RC）

今日は入会式のバッチの授与から役割をいただき牛山会

長の優しさ心温まる歓迎に心から感謝したいと思ってお

ります。その中で私は1年間大師RCさんを見ていて感じ

たことはまず、例会での雰囲気が良いと思います。週報

を見ていて感じたのは出席率について大変細かく記述さ

れていました。

出席率はロータリーにとって義務であります。大切な要

素であります。

最近、100％の出席クラブが増えてきました。私共100％

をここ数年維持してきていますが、それにつぐのが横浜

旭RCさんで100％を達成していますね。最近出てきてい

るのは横浜山手RCさん、横浜戸塚東RCさんも100％達成

しています。私たち川崎RCの専売特許かと思っていたら

だいぶ普及してきています。

その背景をみると、規定審議会の関係で奉仕がメイクに

あたるよということになっていますし、またRIにE例会

があります。インターネットにつなぐとメイクアップが
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できるEクラブもあります。メイクアップでは1,000円か

かりますがメイクが非常にやりやすくなりました。

100％率が増えてきたのかなと思います。他方先月東京

RCに行ってきました。メイクアップ後の出席率が良くて

65％でした。前の週はメイク後の出席率55％と出席委員

長が報告しておりました。

大事なことは、例会をどのように運営するか？　そうい

うことなんだろうと思います。次年度私は地区のクラブ

奉仕委員長をします。ご挨拶後お時間がありましたら次

年度の方針についてふれたいと思います。

改めましてガバナー補佐の退任の挨拶です。

１年間あっという間の一年でした。振り返ると今年度は

クラブの魅力づくりということで不易有効の一年では無

かったかなと思います。まさにRIから規定審議会で例会

を弾力化して運営していいと大幅に改訂しましたし、地

区ではガバナーの方針もありロータリーの原点は職業奉

仕にあると、皆さんご存じの別紙に12回に渡って職業奉

仕の理論を徹底されましたし、各委員会でもそのつど職

業奉仕の大事さを力説されておりました。各クラブの皆

さまにとってクラブらしいクラブ作りをすすめてきたと

いう１年でなかったかなと思います。その中で新たな取

組みとしてやったのは経営大講演会、IMを統合してやり

ました。

IMを統合して心配もいろいろありました。最大の心配は

途中でいなくなってしまうんではないかということでし

た。著名なパネラーを呼んで半分になってしまったらど

うしようかという悩みがありました。1,400名の登録を

いただきました。しかし、来られた方は1,000名弱でし

た。少しさみしかったのですが会が進むほど、お客が増

えてまいりまして帰る人がほとんどいなかった経営大講

演会の実情です。来た方はほとんど満足して帰って行っ

たということで登録してこられなかった方々には大変申

し訳なかったかなという思いであります。

IMの問題、いろいろありますがこの経営大講演会がこれ

からのIMの在り方の一石を投じたのではないかな、これ

からの役に立つのではないかなと思います。

一般の方は200名近く来ていただきました。その方もほ

とんど残っていただきまして懇親会も人の溢れるような

懇親会でパネラーの皆さんも参加していい懇親会だった

と思います。

もう一つ新たに行ったのはチャリテイマラソンです。

1000名弱の一般の方々に参加いただきました。ロータリ

アンも200名近くご参加いただきました。身体障害者の

方も車いすマラソンの方も参加いただきました。いずれ

も公共イメージ、会員増強に向け一般社会にロータリー

を受け入れて貰おうという趣旨でやりました。それがど

こまでお役に立つかわかりませんが、明日につながる行

事だったのではないかと思います。

最後に第1グループとしては新会員の交流会をさせてい

ただきました。例年ですと地区で新会員研修セミナーを

やります。今年はそれがなかったこともあり第1グルー

プだけで新会員交流会をやりました。おもしろおかしく

ということでマジックをやったり、ロータリークイズを

やりました。大変マニアックなクイズで難しい問題でし

たが100％解答できる方はロータリーの友と月信をちゃ

んと読んだ人は全部答えられるという質問でしたが、結

果的には100点の方はいなかったのですが、ロータリー

の友と月信を読むとものすごく楽しいことが書いてある

んだよということを皆さんに理解してもらいたいとやら

せていただきましたが、新会員の方には新たな発見があ

りこれから友や月信をしっかり読んでいただけるのでは

ないかなという思いでありました。

なお、この間ガバナー補佐として魅力あるクラブ作りに

どこまでお役にたてたかわかりませんが、牛山会長他三

役の皆さまには大変お世話になり、無事１年終わること

ができ心からお礼を申し、感謝したいと思います。本当

にありがとうございました。

次年度ガバナー補佐のご紹介

戸村正房ガバナー補佐

青木松枝様

1943年　川崎市でお生まれになりました。

1973年　シェル石油㈱に就職され、役員秘書として過ご

されました。

1988年　退社されました。

1993年　書家として独立されました。雅号は叶　春華先

生です。

1997年　川崎中央RCに入会されました。職業分類は書家

です。

2005-06年度　幹事

2007-08年度　副会長

2009-10年度　会長をされました。

2011年以降地区の要職をされ財団のフェロー、カウンセ

ラー、グローバル補助金等経験されました。

2015年川崎中央RC　創立30周年の副実行委員長もされて

います。

現在、公職として

華心書道会　代表

国際架橋書会　副理事長

川崎市日本中国友好協会　会長

神奈川県日本中国友好協会　常任理事

第１グループ　ガバナー補佐最初の女性ガバナー補佐で

す。

ご期待いただきたいと思います。



6頁 川崎大師ロータリークラブ

2016-17年度 国際ロータリー第2590地区人類に奉仕するロータリーROTARY SERVING HUMANITY

RI2590地区　第１グループ

次年度ガバナー補佐　青木松枝様（川崎中央RC）

今年一年どうぞ宜しくお願い致します。

入会が1997年、ちょうど20年前になります。

川崎区女性会員の第１号で、本当に手探りでやってまい

りました。

どうやって持っていったら良いのか、女性会員の場所を

どうするのかを考えながら動いてきましたが、正直こん

なに長く続けるとは思ってみませんでした。

それも皆様方のすばらしいキャラクターと奉仕活動が素

晴しいものがあったので奉仕活動は１人ではなかなか出

来ないですが人数が集まると大きな事が出来ます。

多様なことができます。これは昔から何かできることは

ないかと考えていたのでちょうど良かったかなと思い、

ちょうどこれが長く続いたきっかけだと思います。

２０年経つうちに自クラブではなく他クラブのロータリ

アンの方と非常に親しくさせていただき、このクラブも

たくさんの顔見知りが増えました。感謝申し上げており

ます。これからガバナー補佐をするにあたって心強い要

因となっているのではないかなと思っております。

これから勉強してまいります。いろいろな文献を読めば

読むほど知らなかったことが多すぎて、不安に思ってい

ますが少しづつ自分の身に相応した勉強をして１年間つ

とめたいと思います。

ガバナー補佐は地区のガバナーとクラブとのパイプ役だ

と思います。お互いの意見、考えをガバナー補佐を通し

て伝えることが重要な任務だと思っております。それで

いい成果が出ると思っています。私の方針はクラブに寄

り添って、クラブ側にたってつとめていきたいと思って

おります。

当クラブの今日の例会に出席させていただき、非常に素

晴しいと思ったのはロータリーの友を読むこと、このこ

とは本当に素晴しいことだと思いました。

持って帰ってそのまま机の上においてそのまま積み重ね

られてしまうというようなことが多いのではないかなと

非常に厚いので、時間も中々とれない、貴重な例会でこ

ういう話、皆さんで読み合うことはとても素晴しいこと

だと思っております。

是非他のクラブにもPRをさせていただきたいと思ってお

ります。

以上、率直な感想です。

今後１年どうぞ宜しくお願い申し上げます。

謝辞　　　　　　　　　　　　　　　牛山　裕子会長

両ガバナー補佐、大切なお時間を最後まで私どものクラ

ブのためにお使いいただきありがとうございました。

●点　鐘　　牛山　裕子会長

日時：平成２９年６月２１日㈬は

　　　通常例会

　　「理事退任挨拶」

日時：平成２９年６月２８日㈬は

　　　通常例会

　　「会長・副会長・幹事退任挨拶」

小林　勇次／秦　琢二／沼田　直輝
クラブ
会　報
委員会


