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●司　会　　猪狩　佳亮ＳＡＡ

●槌の引渡し　　牛山　裕子直前会長

●点　鐘　　岩井　茂次会長

●斉　唱　　「国歌斉唱」「奉仕の理想」

　　　　　　　　　　　　　船山佳則ソングリーダー

特別ゲストのご紹介　　岩井茂次会長

第2590地区第一グループ　ガバナー補佐　青木松枝様

川崎ＲＣ会長　　　　　田辺真一郎様

　　〃　幹事　　　　　岩澤克政様

川崎南ＲＣ会長　　　　工藤幸弘様

　　〃　　幹事　　　　百瀬徳一様

川崎幸ＲＣ会長　　　　加藤　亨様

　　〃　　幹事　　　　守屋正秀様

川崎中央ＲＣ会長　　　渡辺雅夫様

 　　〃　　 幹事　　　伊藤弘志様

川崎マリーンＲＣ会長　小枝義夫様

          　　　幹事　増田洋一様

新川崎ＲＣ会長　　　　江原　哲様

　　〃　　幹事　　　　濱　志津子様
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御挨拶　　　　第2590地区第一グループ　ガバナー補佐 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青木松枝様

新年度に入り第一グループの会長、幹事の方々とご一緒

に表敬訪問にまいりました。本日は岩井会長年度のスタ

ート誠におめでとうございます。

ロータリーを取り巻く環境が非常に厳しい時代になって

まいりました。

特に会員の減少がどこのクラブでも問題となっている昨

今です。

それだけではなく、クラブの充実もはからないとならな

い奉仕活動もしなくてはいけないところでライズリー会

長の「ロータリー：変化をもたらす」のテーマがありま

す。

このテーマは奉仕活動を通じて地域社会に変化をもたら

す、ひいては世界に変化をもたらすという意味合いがあ

ります。

広報、みんなに知っていただく、ひいては増強につなが

るという意味合いもあるのではないかと思っておりま

す。

今年度の湯川ガバナーのテーマも「友だちになろう　と

もに語ろう」です。これも広報・増強も付いてきます。

根底には全く同じようなお考えがあるのではないかと思

っております。

皆様方が活動をなさる時にこのテーマを時々思いだして

いただけると、いいヒントになって、いろいろなアイデ

アが浮かぶ可能性もあると思います。

今年度大師ロータリークラブさんの岩井会長、船木副会

長、秦幹事、理事、役員の方々、そして会員の方々今年

度１年間のご健康とご活躍を祈念しております。

この１年どうぞよろしくお願い申し上げます。

中村眞治会員

青木様は第１グループで初めての女性ガバナー補佐で

す。湯川ガバナーの信任も厚く第一グループでは今後の

活躍が期待されています。

皆様、是非ともご協力宜しくお願いします。

近隣クラブ代表挨拶

川崎南ＲＣ会長　工藤幸弘様

本日は表敬訪問ご挨拶にうかがいました。

岩井丸の出航並びに三役、理事、またクラブの皆様、新

年度のスタート誠におめでとうございます。

当クラブと川崎大師ＲＣさんとは1973年2月24日川崎東

ＲＣとして創立されて以来45年の歴史がございます。こ

れからも末永く宜しくお願いします。本年度は45周年記

念ということで重ね重ねおめでとうございます。

また川崎大師クラブはバックアップサポートが素晴しい

とお聞きしております。我がクラブでも見習って退会防

止に役立てたいと思っております。

この１年間プロジェクトでご一緒できるか、会員増強の

お互いの協力ができれば幸いです。

御クラブさんの益々の発展をご祈念致しましてご挨拶と

させていただきます。ありがとうございました。
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ゲストのご紹介　　岩井茂次会長

ロータリー米山奨学生　　金　勁佑さん

青木ガバナー補佐より奨学金の授与

来訪ロータリアンの紹介　小林勇次親睦委員長

川崎マリーンＲＣ　島田精二様

感謝状および記念品の贈呈　岩井茂次会長

牛山裕子直前会長、須山文夫前副会長、水口衛前幹事

岩井年度スタートを祝して　乾杯　牛山裕子直前会長

青木第１グループガバナー補佐ようこそおいでください

ました。第１グループ会員、幹事の皆様暑い中、御来訪

いただきありがとうございました。

川崎大師ロータリークラブ岩井年度のスタートとこの会

場にいらっしゃる皆様のご健康と皆様が楽しく充実した

ロータリーライフを１年間お過しになれますように乾杯

でご唱和ください。乾杯！ありがとうございました。

会長報告　　　　　　　　　　　　　　　岩井茂次会長

・６月３０日付で前年度高良ガバナーより各クラブ会

長、幹事宛てにお礼状が届いております。ご紹介させて

いただきます。

　

各ロータリークラブ会長、幹事殿

拝啓

貴クラブ益々ご隆盛のこととおよろこび申し上げます。

さて、私たちは2016-17年度国際ロータリー第2590地区

ガバナー、地区幹事としての任務を本日をもちまして無

事終了することができました。これもひとえに地区内ク

ラブの会長幹事各位を中心とした全ロータリアンのご支

援とご向上によるものと深く感謝申し上げます。

私共にとってこの年度はジョンFジャームRI会長による

国際ロータリーのテーマ「人類に奉仕するロータリー」

のもと皆さまと共に奉仕が出来た思い出深い年でありま

した。

これからは在任中の経験を活かし川崎西ロータリークラ

ブの一会員として奉仕活動に専念する所存です。皆様に

おかれましては今後ともロータリーの奉仕活動にご精進

下さいますようご期待申し上げ、貴クラブの益々の御発

展を祈念しつつ略儀ながら書面をもってご挨拶といたし

ます。ありがとうございました。
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出席報告　　　　　　　　　　　森田　尊久出席委員長

2146回

2144回

５６
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４８

５３

３８
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１０

１０

会員数 対象者 出　席 欠　席 出席率

前々回の修正　メークアップ 名9 79.26

79.16

62.26

％

％

％

修正出席率

　

・7月10日　月曜日にソシア２１で地区拡大増強セミナ

ーが開催されます。当クラブからは磯田増強委員長と私

が参加する予定です。

・7月10日　月曜日　18時30分より第１回第１グループ

会長幹事会が行なわれます。私と秦幹事とで出席する予

定となっています。

会長報告の中で１つご紹介させていただきます。

当クラブ前年6月30日付けで退会されました木村秀文様

より新年度になりスマイルリポートということでいただ

きました。

２年間大変お世話になりました。

大変多額に頂戴致しました。また木村さんが近い将来、

クラブに戻ってきてくれることを

期待しながら皆様にご紹介させていただきました。

幹事報告　　　　　　　　　　　　　　　秦　琢二幹事

幹事報告４点です。

・配布物　３点（ガバナー月信、ロータリーの友、本年

度の会員証）

・回覧　

①7月26日暑気払い移動例会出欠の件です。

ご出席お願いします。

②第14回韓日親善会議2017登録の案内　

9月23日開催　登録される方は申し込み書にご記入願い

ます。

③近隣各ロータリークラブから例会変更案内がきていま

す。ご活用ください。

本年度地区補助金を活用し佐沼ロータリークラブに電子

オルガンを寄贈します。その寄贈式を行なう予定が決ま

りました。

9月13日-14日です。

13日例会終了後佐沼ロータリークラブ訪問　到着後現地

視察、懇親会。

14日寄贈先のあさひ幼稚園の子供たちと寄贈式及び懇親

を深めたいと思います。

旅費等が決定しましたら再度文書で通知させていただき

ます。たくさんの方のご参加をお願いします。

・本日第1回定例理事会を例会終了後13時45分より地下

会議室で行ないます。出席義務者の方はご出席お願いし

ます。

メイクアップ

布川二三夫会員、鈴木幹久会員、林　鶴会員

横山俊夫会員、水口　衛会員、須山文夫会員、

坂東保則会員、永松慎太郎会員、硲　茂昭会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）船木幸雄副会長

一年間よろしくお願いします。

2590地区第一グループガバナー補佐

青木松枝様（川崎中央RC）

本日は新年度で表敬訪問に参りました。どうぞ宜しくお

願い致します。
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川崎ＲＣ会長　　田辺真一郎様

岩井丸の出航を祝して。皆様の御多幸をお祈りし、一年

間よろしくお願いいたします。

　　　　　　　

川崎南ＲＣ会長　　工藤幸弘様

　　　　　幹事　　百瀬徳一様

岩井会長、秦幹事、会員の皆様、岩井丸新しい船出　大

変におめでとうございます。

心からお祝い申し上げます。

川崎幸ＲＣ会長　加藤　亨様

　　　　　幹事　守屋正秀様

本日は表敬訪問に参りました。岩井会長、秦幹事、およ

びクラブ会員の皆さまのこれから一年のご活躍と貴クラ

ブの発展を祈念申し上げます。本年もどうぞよろしくお

願い致します。

川崎中央ＲＣ会長　渡辺雅夫様

　　　　　　幹事　伊藤弘志様

岩井茂次会長、秦琢二幹事ならびに川崎大師ロータリー

クラブの皆さま、新たな岩井年度の始まりに当たり、ひ

とことお祝いを述べに参りました。皆さまのクラブの

益々の発展を心より祈念申し上げます。そして湯川孝則

ガバナーの方針の下、「友達になれる」クラブ交流をお

願いします。

川崎マリーンＲＣ会長　小枝義夫様

　　　　　　　　幹事　増田洋一様

新年度表敬訪問に参りました。

岩井会長、秦幹事をはじめ川崎大師RCクラブの皆様の御

発展を心より祈念申し上げます。

一年間宜しくお願い申し上げます。

新川崎ＲＣ　会長　江原　　哲様

　　　　　　幹事　濱　志津子様

岩井丸の出航をお祝いして表敬訪問に参りました。本年

１年よろしくお願い申し上げます。

川崎マリーンＲＣ　島田精二様

岩井会長はじめ役員理事の皆様及び青木ガバナー補佐　

今期も宜しくお願い致します。

牛山裕子会員

岩井会長、秦幹事　１年間健康に留意されましてクラブ

をより高みに引き上げて下さいますよう

お願い申し上げます。

竹田正和会員

①岩井丸の船出を祝う！！

②青木ＡＧ　近隣クラブの会長、幹事の皆様　ようこそ

大師へ！！　１年間よろしくお願いします。

③マリーンクラブ　島田ＰＰようこそ大師へ！！

安藤賢一会員

①岩井さん、楽しんで下さい。

②昨晩、ベトナム　ダナンより帰国しました。ダナン港

は川崎港の姉妹港で

　ベトナム３番目の大都市です。昔のグアムの様です。

竹中裕彦会員

・三役、理事、役員の皆様　１年間楽しんで下さいね。

・今日岩井ヘッドコーチから作戦指令が出ると思います。

オフェンス、ディフェンスそれぞれの担当で協力しまし

ょう！

宮山光男会員

岩井年度のスタートを祝して

中村眞治会員

１．岩井新年度の船出を祝して

２．青木ガバナー補佐はじめ近隣の会長幹事のみなさま、

ヨロシク本度をお願い申し上げます。

横山俊夫会員

第１グループの会長、幹事さん　ようこそ大師へ

１年間宜しくお願いします。

水口　衛会員

①岩井会長、秦幹事、船木副会長並びに理事、役員の皆

様、一年間宜しくお願いいたします。

②牛山年度理事、役員の皆様、報告書の提出を宜しくお

願いします。



6頁 川崎大師ロータリークラブ

2017-18年度 国際ロータリー第2590地区ロータリー：変化をもたらすROTARY:MAKING A DIFFERENCE

川崎大師ローターアクトが昨年度から再立ち上げを正式

にいたしました。

第1回例会が事務局で7月13日(木)19時30分から行なわれ

ます。皆さま奮って

ご参加をお願いします。この１年宜しくお願いします。

就任挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秦　琢二幹事

本年度幹事の秦でございます。

幹事として、こういう事業がやりたい。という意見は特

段ございません。最終的な目標は、この１年間岩井会長

の意向を忖度できるくらいの女房役としてつとめあげた

いと思います。

本年度のクラブテーマテーマ、「親睦と奉仕を通じて友

情の輪を広げよう」を根幹としたクラブ運営方針による

各委員会の活動を黒子に徹して支え、そのために決めら

れた任務は粛々とこなさせていただきます。クラブのス

ムーズな運営ができるよう心がけ、そして次に引き渡す

ことができるよう努めて参ります。

本日、幹事を受けるにあたって、地区研修会に参加しま

した。その報告は前年度にさせていただきました。発言

内容は大変不適切なものでしたが、その報告を聞いた竹

中ＰＰより、「言いたいことは分かるが、上の立場にな

ればなるほど、様々な事情があることも考えて欲しい」

とのご意見をいただきました。本日時点まで、好き勝手

に意見を言わせていただきましたが、立場としての発言

にも気をつけていきたいと思いますが、性格的に難しい

部分もございますので、その編はご容赦いただければと

存知ます。絵に描いた餅を会員皆さんにご提供する発言

はしないように心掛けたいと思います。

本年度は、４５周年記念事業をはじめ他にも主管をする

事業がございます。会員の皆様には、是非、出来る限り

の例会出席・各行事への参加・協力をお願いすると共に

格別のご指導を心からお願い申し上げます。

2017-2018年度会長就任あいさつ
会長　岩井　茂次

親睦と奉仕を通じて友情の輪を広げよう

１９７３年２月２４日、川崎南ロータリークラブをスポ
ンサークラブにチャーターメンバー３１名により川崎東
ロータリークラブとして創立された私たちのクラブは１
９８３年７月１日に現在の川崎大師ロータリークラブの
名称となり、諸先輩の皆様によって多くの奉仕活動・親
睦活動を基に、研鑽の日々を重ねて着実に成長を続けな
がら、今年度は創立４５周年という記念すべき節目の年
を迎えることになりました。この年度に会長の指名をい
ただきクラブ運営を担わせていただく名誉に身の引き締

小林勇次会員

今年度親睦委員長の小林です。１年間宜しくお願い致し

ます。

松井昭三会員

台風一過の青天は大変気持ちが良いですね。岩井さんの

会長就任を祝って居る様です。

今年度一年がんばりましょう。

秦　琢二幹事

本年度、皆様のご協力をお願い致します。

船木幸雄副会長

１年間ガンバリますので宜しくお願いします。

岩井茂次会長

青木ガバナー補佐はじめ、近隣クラブの会長・幹事の皆

様、ようこそお越しくださいました。

米山奨学生ミムキョンウさん、共に学び、共に笑い、と

もに語ろう！友達になろう！

新しい１年が始まりました。

親睦と奉仕を通じて、友情の輪を広げよう！

本日のニコニコのテーマ

「岩井丸の出航を祝して」

伊藤佳子会員、横山俊夫会員、鈴木幹久会員

矢野清久会員、松本和晃会員、野澤隆幸会員

鈴木昇二会員、沼田直輝会員、須山文夫会員

島岡栄基会員、森田尊久会員、坂東保則会員

大藪善一会員、遠藤悦弘会員、石渡利治会員

出井宏樹会員、黒澤　穣会員　　各会員

　　　　　　　　　　　　　　合計　１４６，０００円

委員会報告

青少年奉仕委員会　永松慎太郎会員
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まる思いで迎えると同時に、新たな船出の一年をこれま
でと同様に充実した年度とするべく、川崎大師ロータリ
ークラブの歴史を重ねる所存です。
２００４年４月に川崎大師ロータリークラブに入会した
私は４０代になったばかりで、多くの方が感じるように、
少しばかりの緊張感を感じながらも、華やかでもあり、
規範のしっかりした組織に姿勢を正すような気持ちで社
会の先輩方と席を並べさせていただき、温かく迎えられ
てロータリーライフをスタートすることになりました。
日々の仕事や、家庭のことなども含めて、異業種の会員
の集まりであり、人生経験豊富な諸先輩に恵まれるとい
うことは必要な情報や知恵をも得られたり、困ったとき
には相談に乗ってもらえたりと、当時の先輩がいわれた
「ロータリーは男の道場だよ！」の言葉どおりでした。
入会した頃はおよそ１００人の会員数でしたから、会長
に指名される日が来ることなど想像も出来ませんでした。
これまで多くの委員長、役員・理事の経験を重ねながら、
クラブ幹事の年度、３年ほど前には大病を患い３ヶ月間
クラブを休み、以降６度の入院、４度の手術を経てこの
場に立っております。本来であるなら自分自身の体調や、
クラブ運営の観点から少しの休憩をいただきたい思いも
ありましたが、自分自身を成長させてくれたクラブに恩
返しの気持ちでクラブ会長のご指名を受諾させていただ
きました。おそらくは最初で最後のクラブ会長の１年で
すから、これまでの経験を基に４４年の歴史の槌を受け
て、１年後に良い時間を重ねて槌を渡せるように切に願
います。そのためにはまずは健康であることに留意した
いと思いますので、皆様よろしくお願い申し上げます。
さて、２０１７―２０１８年度国際ロータリー会長、イ
アンＨ.Ｓ.ライズリー氏は「ROTARY:MAKING　A　
DIFFERENCE」（ロータリー：変化をもたらす）を提唱さ
れました。
国際ロータリー第２５９０地区湯川孝則ガバナー（横浜
西ＲＣ）は地区方針として「ともに語ろうロータリー　
友達になろう」を提唱されました。２０１６年４月、規
定審議会の決定により、クラブの柔軟性が認められ、各
クラブが自主的に「変化をもたらす」アクションを始め
ましょうと呼びかけられました。　「変化をもたらす」
というグローバルな視点からすると、それはとても大切
な行動・取組であり、必要不可欠であると同時に、私た
ちのおかれている環境に置き換えるならば、むしろ「原
点回帰」を重要視することも同様に肝要かと思うこの頃
です。常に環境や時代の変化はめまぐるしい速度で私た

ちに迫ってきて自分自身が変化・進化を求められていま
す。ロータリークラブにおいては世代間が幅広く、異業
種の仲間が相互に交流して、そこでの活動の積み重ねや、
新たなる発見を日常の業務や日々の生活の充実へとつな
げて、大きく言えば人生に良い影響を受ける、与える、
このような関係性がクラブの発展や成長につながって行
くのだろうと思います。これらをふまえて、今年度の活
動方針を以下のとおり、お話しさせていただきます。
奉仕活動の見直しを行うとともに、クラブ会員の力を結
集して「親睦と奉仕」から「友情の輪を広げる」基礎と
する。「出席率の向上」から親睦活動・奉仕活動の充実
感と達成感を体感して、創立記念式典を迎える。
特に地区補助金事業を活用した社会奉仕事業「東日本大
震災復興支援事業」は、単に事業を行うだけにとどまら
ず、被災地に赴き、そこに住む方々と交流して、その現
状を自らの目で見て肌で感じた事をロータリアンとして
の目的や使命感に変えて、今後の奉仕活動やロータリア
ンライフに役立てるものにしたい。
青少年奉仕においては川崎大師ローターアクトクラブが
活動を再スタートしました。ＲＣ会員の支援により、Ｒ
Ａ会員とともに充実した活動とするべく、相互理解と協
力により次世代リーダー育成をめざしたく、本日ご臨席
の青木ガバナー補佐を始め、近隣クラブの会長幹事の皆
様、今年度第１号の来訪ロータリアン、川崎マリーンRC
島田様にもグループ唯一の川崎大師RACの発展にお力添
えいただければ幸いに存じます。会長賞への挑戦として
今期は出席率１００％への挑戦を提案します。出席率の
向上は、クラブの行動力の原点です。ホームクラブの例
会出席に加え、奉仕活動への参加をすることにより、ク
ラブの活力となり、しいては会員増強につながると確信
しています。
クラブの未来のために、一人一人が参加する、行動する、
奉仕する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
・４５周年を迎えるにあたり、５年後も５０年後も健全
なクラブである事、そのための１年である事を目指す。
一つ一つの活動方針は具体的なものも、抽象的なものも
あります。実現可能なものや、実現が難しいかもしない
ことも含めて、全ての会員が元気に健康で笑顔にあふれ
る日々である事が私の望みです。

“親睦と奉仕を通じて友情の輪を広げよう”

一年間皆さんの協力の下、楽しく充実感を感じることの
出来る川崎大師ロータリークラブであることを目標に精
一杯活動してまいります。元気に笑顔で楽しみましょ
う！よろしくお願い申し上げます。

●点　鐘　　岩井　茂次会長

日時：平成２９年７月１９日㈬は

　　　通常例会です。

　　　「第1回クラブ協議会」です。

八尋　匡彦／森田　尊久／星野　祐治
クラブ
会　報
委員会
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