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●司　会　　松本　和晃ＳＡＡ

●点　鐘　　牛山　裕子会長

●斉　唱　　「四つのテスト」

　　　　　　　　　　　伊藤　佳子ソングリーダー

ゲストのご紹介　牛山裕子会長

川崎RC会長　野中　茂様

青少年交換学生　エマ・サラ・ヨーツエンネヴァ様

（川崎RC）

バナー交換

ご挨拶　川崎RC会長　野中　茂様

今年度フィンランドからの青少年交換学生のエマ・サ

ラ・ヨーツエンネヴァさんです。

出身はフィンランド　首都ヘルシンキから北西に100キ

ロほどの場所にあるデトク市。スポンサークラブはスメ

ルロータリークラブです。

昨年8月11日に来日しあっという間の1年間でした。その

間川崎市立橘高等学校　国際科2年に編入し学業の傍ら

バスケット部。

日本に来た大きな目的の一つである柔道を、中原の古賀

先生（バルセロナオリンピック選手）が主催する古賀塾

に通っておりました。先月25日川崎市市政９３周年記念

で開催された市民総合大会で無段の部で優勝することが

できました。今後の予定は7月8日・9日地区主催の富士

登山、7月19日橘高校歌合戦を終えて翌20日に卒業、7月

24日に帰国します。

ご挨拶　エマ・サラ・ヨーツエンネヴァ様さん

こんにちは、１年間御世話になりました。日本に来るこ

とが出来とてもうれしかったです。

ロータリーのおかげで少し日本語が話せるようになりま

した。私の人生の中で一番おもしろい冒険を経験しまし
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た。特に古賀塾で授業が出来いい経験になりました。

いろいろな家に住んで、いろいろな人にお世話になっ

て、視野がとても広がりました。

もっといろいろなことを頑張りたかったですが時間が足

りずなかなかできませんでした。しかし日本のことが大

好きになりました。前より興味がわいてきました。でき

ればまた日本にきたいです。

最後にスメルロータリークラブからあたたかいご挨拶を

伝えてくださいといわれました。ぜひフィンランドにも

遊びに来てください。遠い日本から来て下さったらとて

も喜ぶと思っております。

この素晴らしい１年間どうもありがとうございました。

牛山会長より信徒課様に謝辞

　川崎大師信徒課の皆様には１年間大変お世話になりま

した。この例会の会場は信徒課様のご援助なしには毎回

開けませんでした。あたたかいお心遣い本当にありがと

うございました。

来訪ロータリアン紹介　須山文夫副会長

世田谷南RC　天野　彰様

横浜本牧RC　高橋　敏昭様

会長報告　牛山　裕子会長

◎本日第1回臨時理事会を開催いたしました。

上程された議案です。

１泊例会の決算報告　予算は承認されておりましたが、

決算について決算書少々増えましたが臨時理事会にて承

認。

6月30日を以て退会届が提出されました。

（白石浩司会員、木村秀文会員）2名退会の承認

◎長年の懸案です

桜の木のことで先輩方にはご心労もおかけしご相談もさ

せていただいておりました。

クラブが始まり５年目に植えた桜、植えた時にはすでに

５歳の桜でした。

当クラブの年代と同じくらい４５年位の桜だろうと思い

ます。現在６１本ございます。

これが多摩川のスーパー堤防ができたことにより桜の土

地の管理権が国から川崎市に移りました。そこで川崎市

にこの桜61本をご寄付する手続きまでを今期中に終えさ

せていただきました。

次年度の桜愛護会、殿町さんとの件については次年度に

お願いするとして、殿町の会長　相沢様にも会長エレク

トと一緒に参上させていただき、事情をご説明しご快諾

いただきました。
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幹事報告　水口　衛幹事

・2016-17RYLAの報告書が届いております（回覧）

・第14回ロータリー韓日親善会議　2017登録のご案内

（場所、金額等）が来ています。

　参加される方は御署名をお願いします。

・各クラブの例会変更の案内が届いています。

メークアップ：

林　　鶴会員、安藤賢一会員、炭谷博功会員

中村眞治会員、細谷重徳会員、横山俊夫会員

秦　琢二会員、坂東保則会員、出井宏樹会員

永松慎太郎会員、船山幸雄会員、八尋匡彦会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　須山文夫副会長

川崎RC会長　野中　茂様

今年度フィンランドからの青少年交換学生エマが帰国前

のご挨拶に参りました。

東京世田谷南RC　天野彰様

最終例会にお邪魔しました。牛山会長、水口幹事さん１

年間お疲れさまでした。

大活躍！すばらしい。お話し楽しみに。

横浜本牧RC　高橋敏昭様

牛山丸の実り多き帰港を祝福申し上げます。地区米山奨

学生増進委員長としてご尽力下さり今年度寄付金は、新

記録が期待できます。ありがとうございました。

出井宏樹会員

川崎大師ローターアクトクラブ再立上げをして例会を開

く事が出来ました。次年度の三役も決まりました。

青少年奉仕委員長　鈴木昇二会員　ご指導ありがとうご

ざいました。

松井昭三会員

ミセス　ロータリアンの牛山年度も今日で最終例会をむ

かえる事に成りました。一年間大変御苦労様でした。

今後もよろしく御指導下さい。

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。

竹田正和会員

牛山会長、水口幹事、須山副会長、一年間大変おつかれ

さまでした。

出席報告　　　　　　　　　　　　　松本　和晃ＳＡＡ
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水口　衛幹事

一年間会員の皆様のおかげをもちまして幹事の職をつと

めることが出来ました。

本当にありがとうございました。

牛山裕子会長

１．野中茂　川崎RCクラブ会長殿、青少年交換学生

エマ・サラ・ヨーツエンネヴァ様ようこそおいで下さい

ました。

２．今年度最後の例会を迎えられますこと、皆様に感謝

申し上げます。

３．東京世田谷南RCの天野様ご心配をおかけしました。

無事になんとか終われそうです。

４．高橋敏昭地区米山記念奨学事業委員長お出まし頂き

ありがとうございます。

本日のニコニコのテーマ

「牛山丸　帰港いたします。

　１年間ありがとうございました。」

船木幸雄会員、矢野清久会員、寺尾　巌会員

野澤隆幸会員、星野祐治会員、坂東保則会員

鈴木昇二会員、鈴木幹久会員、島岡栄基会員

中村眞治会員、秦　琢二会員、猪狩佳亮会員

遠藤悦弘会員、黒澤　穣会員、岩井茂次会員

伊藤佳子会員、八尋匡彦会員

委員会報告

・職業情報委員会　鈴木幹久委員長

３分間スピーチ

矢野清久会員紹介

プロフィール

①RC入会　2003年9月24日　13年9ヶ月です

②出身　川崎市幸区南加瀬

　　　　日本大学文理学部卒

③職業分類　設備工事

　　　　　　㈱伸栄工事　代表取締役　　　

④RC歴　2012-13年　幹事(横山年度）

　　　　2015-16年　副会長（竹田年度）

　　　　2006-07年　SAA

　　　　2009-10年　社会奉仕委員長

　　　　2011-12年　会計

　　　　2014-15年　親睦活動委員長

⑤その他　剣道５段　全日本学生剣道大会３位

　職業分類は設備工事業です。設備というのは給排水、

衛生、給湯、ガス、空調、換気、冷凍全てです。

珍しいものは学校の給食室全て入ります。川中島中学校、

大師小学校は当社でやらさせていただきました。

遺体冷蔵庫も設備工事に入ります。南部斎苑、井田病院

の遺体冷蔵庫交換は当社でやらさせていただきました。

遺体冷蔵庫の交換は井田病院の場合は夜12時から始まり、

怖い思いをし、社員に任せて行かなかったということも

ありました。

先日、坂東会員から建物の長寿命化ということで設備の

配管がきちんとしていなければ長寿命化ができないとい

うことで配管診断を始めさせていただきました。

給水と配水をファイバースコープで中を見て、超音波で

配管の厚みを測って配管がこれから先も大丈夫かどうか

という判断をさせていただきます。あまり配管診断をや

っていない会社が多いですが再来月よりスタートいたし

ます。
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業界は一般社団法人川崎区空調衛生協会で会長をしてい

ます。その会の中では須山会員が同じく理事をやってい

ます。

会の中で’大震災が来た時川崎はどうなるの？’という

ことを取り組んでいます。

川崎が被災した場合には当然、東京、横浜も被災するわ

けです。その時自衛隊はいったいどこを先に行くのでし

ょうか？

ということを嶋﨑会員にききましたところ東京、横浜は

そういう組織ができあがっているので最初に行くでしょ

う。

川崎には来ませんというさみしい話を聞きました。川崎

市の災害対策マニュアルはすごく分厚くなっています。

その時に救済にあたるのは建設４団体（建設・建築、土

木、電気、設備）となります。

この４団体は川崎市と災害対策協定を結んでいます。し

かし災害がおきた時にどこに行くのかが全く

決まっていないというのが現状です。本来であればどの

避難所に行くなど細かな内容も決めなければならないの

ですが

決まっておりません。神戸と東日本に行きその時はどう

した？ということを聞きました。

これから空調衛生工業会でマニュアルと作っていくこと

をやっています。だいたい神戸で社員の安否確認に３日、

実働できたのが災害から１週間だったそうです。東日本

は余りにも広すぎて津波は全然動けなかったのですが仙

台だと

２日目には動けたという話がありました。どれだけの規

模のものが来るかはわかりませんが市民の安全を守るた

めに

業界でとりまとめ川崎市は我々の手で守るんだというこ

とを頑張っております。何卒宜しくお願いします。

これまでは建設、設計、電気、設備と完全に別れており

ましたがそれを一緒にやっていこうと新しい取組みもは

じめ

坂東さんの建築家の会とも協力体制をとっております。

どうか建設業に期待をしていただきたいと思います。

（会長・副会長・幹事　退任挨拶）

水口　衛幹事挨拶

長かったようで短かった１年間でした。

振り返ると竹田年度の家族会で壇上に上がり、理事役員

の紹介を受けた時は副会長でした。

それがいろいろな事情により牛山年度が始まる２ヶ月前

に急遽幹事の役をつとめることになりました。

通常でも大変な予算や年間行事の予定表を作るのをその

２ヶ月間で１から作成していたので実際に出来た時、間

違っていた箇所が何カ所かありました。３ヶ月位してか

ら変更していただいたこともありました。

７月から牛山年度をサポートしていけることができるの

だろうかと心配で体調もくずしたかなということもあり

ましたが理事、役員、会員の皆様、事務局の竹下さんに

すごく助けていただきなんとか無事大役を終えることが

出来ました。

１年間、会員の皆様、理事役員の皆様ご協力いただき助

かりました。本当にありがとうございました。

須山文夫副会長挨拶

水口幹事もおっしゃっていたように私は前年度竹田会の

もとで幹事をつとめさせていただき、あと２ヶ月幹事を

やれば平民になれるという時に当時の幹事予定者の方が

できないということで、急遽５月に竹田年度三役、牛山

年度三役予定者で会議を開きました。

幹事の職と次年度副会長予定者という重責を担ってしま

しました。牛山会長には本当にご迷惑をお掛けしました

が、５月から６月に関しては幹事に集中させてください

とお願いをし、なんとか７月から頑張りますということ

でやらさせていただきました。もともと100点満点はと

るつもりはないのですが、良い副会長だったかもわかり

ません。
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ニコニコは何度か漢字を読めない、細かい文字も見にく

くなってきたところ、読めないというのが私の弱点とい

うのがわかりました。そんなこんなでニコニコを１年間

読まさせていただきました。いろいろなことを語ってし

まえば長くなってしまいますが、会長、幹事大変です。

副会長はニコニコを読むだけだと私は思っていましたが

昨年の経験者ということもありいろいろやらさせていた

だきました。そんなこんなで最終例会まで迎えさせてい

ただきました。

楽しい１年になったかどうかは皆様に判断していただき

たいと思います。

年度初めにニコニコの読み方はつまらないと言われてそ

れを改善はしましたがいかがでしたでしょうか？

次年度、岩井さんの年度以降理事役員から離れてしまい

ますがロータリーの会員でございますのでいろいろ協力

していきたいと思っております。今後とも引き続き宜し

くお願いします。有難うございました。

牛山裕子会長挨拶

私の年度の最終例会に保護者が２人来て下さってありが

とうございました。ご心配いただいたんですよね。

東京からおいでいただいた天野さん、地区でずっと米山

記念奨学委員会の委員長として御指導いただいた高橋さ

ん。たぶんすごく心配だったんだと思います。ありがと

うございます。

まず私の年度は、年度に入る前に問題が山積していまし

た。波が高いところからはじまりました。

３つあります。

１つはお二人が言っていたように幹事予定者が会社事業

の運営のご都合でご自分が急にトップになってしまいま

した。５月になって出来そうもないと昨年度の三役、今

年度の会長、副会長予定だった２人の５人が集まりまし

た。そこで当時の会長、直前会長の竹田正和さんがおっ

しゃりました。

つくづく川崎大師RCには人材がいるんだなと思いました。

あの一言のおかげで今ここに私がいられます。

次にまた問題がおこりました。国際大会に行く予定で飛

行機に乗りました。大韓航空です。

その飛行機が滑走路で火を噴きました。そして結局降り

ました。ところがその時に私は水口幹事が言っておられ

た次年度の準備をしなければならないものをすべて持っ

ていき、USBメモリーから小さなパソコンから全て持っ

ていき、それを機内に置いて出ましたので次年度やるべ

き指針がすべて飛んでしましました。それが5月27日で

した。

さらに前からあった問題でしたがRI規定審議会が急に今

までに無い大転換をするという方針が発表されました。

ところが私たちはその情報を得ることが出来るのは、ま

ず月信でした。その次がロータリーの友でした。

全容が全く見えない。そのうちに１週間おきに例会をす

ればいいんではないの？とか、会費はどうすればいい

の？とか、入会金はいらないんじゃないの？とか、非常

に細かなことばかりが耳に入ってきたんです。

私が会長としてスタートする時には頼りになる鈴木昇二

さんが規定委員長としておられたので期待していました。

7月6日水曜日に第１例会を迎えることができました。こ

れは川崎大師ロータリークラブにとって2100回目の例会

だったのです。私は会場監督が毎回つくって下さってい

るシナリオをみながら初めて理解できました。

そこで非常に迷ったことはロータリー会長のテーマ「人

類に奉仕するロータリー」これは当然でしょと思いまし

た。

次に地区ガバナーの高良さんがおっしゃった「クラブの

魅力作りと活性化」これはうちのクラブはとっくにやっ

ていると私は思いました。次に私は皆様にお願いした

「家族あってこそロータリー」（ご自分だけ楽しまない

で家族にも必ずロータリーを理解していただきご一緒に

楽しんでください。奉仕活動もできればご一緒と）これ

をどうやって整合性を求めていくかということで初めの

うちは非常に悩みました。今になってみると非常にきち

んと巻き込んで出来ていたんだと思います。ですからこ

のクラブの会員の皆様本当に素晴しいと、私本当に川崎

大師のことわからないです。

10年経ってもわからないけれど川崎大師ロータリークラ

ブの会員さんはいざとなると何でも出来てしまうんだな

と、いざとならなければなにも決まらないクラブでもあ

るのだけど最終的にはちゃんと終わっているクラブで私

改めて報告書には書きますがここでいくつか各委員会に

御礼を申し上げたいことがございます。

多くの人が絶対に言わなければいけないよといわれたの

は雑誌広報委員長　黒澤　穣委員長です。毎月ロータリ

ーの友精読ありがとうございました。

皆さん、このクラブの方は完全にロータリーの友愛読書

になりましたよね。これは前の年の岩井さんのご尽力も
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あり、今年度の黒澤委員長のご尽力、ここにいらっしゃ

った委員長のロータリーの友を拝見するとたくさん付箋

がはってあります。どの位読み込まれてこの場に臨んで

いらっしゃるのか、皆様感謝の言葉しかありません。

ありがとうございました。

３年に渡って悲願でした。ローターアクトクラブ。私は

当クラブのパスト会長を三人組と心の中でいってました。

横山パスト会長、竹中パスト会長、鈴木昇二パスト会長、

そして出井ローターアクト委員長、永松会員、青少年に

一生懸命な須山副会長この方々のご尽力がないとたぶん

ローターアクトクラブは誕生しませんでした。

しかしここで安心してはいけないと、鈴木昇二さんに言

われています。たった3人だったよ。そのうちの一人は

30歳になったから定年で退会、ローターアクトは卒業で

す。2人になる。次年度もしっかりと増強をやらないと

ねと釘をさされております。岩井会長、宜しくお願いし

ます。

次年度への申し送り事項です。

いろいろ皆様にお礼を申し上げなければならないことが

ありすぎます。

鈴木幹久パスト会長がやってくださっていた３分間スピ

ーチ、自分の番がいつまわってくるか待っている人がい

ますがそれが鈴木幹久さんの素晴しいところで次は誰と

言うことを決しておっしゃってくだされないんです。

それは多分シナリオを書いている会場監督も会長であっ

た私も興味を持ちながらもお楽しみでした。

大変にありがとうございました。

今日いらっしゃらないのですが社会奉仕委員長の横山さ

んが大師地区に3.11忘れない。ペットボトルを配ろうと

すごい数のペットボトルを配ろうと、どうやるのかしら

と私は最初心配でしたがやはり横山さんの地域力地元を

良く知ってらっしゃる力なんでしょう　ついにほぼ対象

になった方々には配り終えたのだと思います。

いろいろありますが最後に須山副会長と、水口幹事がい

らっしゃらなかったらこの１年クラブ運営ができなかっ

たと思います。このクラブ時々ありますし他のクラブで

もあるそうですが直前になって梯子をはずすということ

は今後やめていただいた方がいいのではないかなと思い

ながらでも無事に終えることができ大変に楽しい１年で

ありました。

皆様にお礼を申し上げながらこのご恩返しを来年から続

けます。何でもお申し付けください。

ありがとうございました。

　　

●点　鐘　　牛山　裕子会長

2016-17年度最終例会を閉会したいと思います。

最後までおつきあいいただきありがとうございました。

日時：平成２９年７月１２日㈬は

　　　通常例会です。

　　「副会長・理事就任挨拶」

小林　勇次／秦　琢二／沼田　直輝
クラブ
会　報
委員会
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