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奉仕の理想

第5回）例会

平成30年8月1日
会員の入会祝い
遠藤悦弘会員
渡辺冨士夫会員
内田省治会員
大﨑克之会員

悦弘
鶴
昇二
佳亮
祐治

－晴－

内田省治親睦委員長
昭和62年8月5日
平成13年8月29日
平成25年8月21日（５年）
平成26年8月27日

森田尊久ソングリーダー
会員の誕生祝い
鈴木幹久会員
野澤隆幸会員
船木幸雄会員
工藤和弘会員

来訪ロータリアンの紹介
川崎中央ロータリークラブ

内田省治親睦委員長

奥様誕生日
須山文夫会員

奥様

由美子様

木村教義様
米山功労者 第１８回メジャードナー感謝状
牛山裕子様

川崎大師ロータリークラブ
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遠藤悦弘会長

①７月１８日、新三役と岩井直前会長で、川崎大師平間
寺 藤田貫首へご挨拶いたしました。
②西日本豪雨 被災地への義援金の募金 ご協力ありが
とうございます。先週までで４１０００円のご寄付をい
ただいております。募金箱を回すのは本日で最後ですの
で改めてご協力お願いします。
③高良パストガバナーが、このたび『凡太の奉仕経営物
語～ロータリー「奉仕の理念」を経営に生かす』を出版
され、ご厚意により２５９０地区全会員に寄贈していた
だけることになりました。ポスティングしていますので
お読みください。
④ガバナー事務所より、「2020-22RI理事候補者のRI公
式推薦書式について」の文書が届きました。受付に貼り
出し致しますのでご覧ください。
⑤地区より「2019-20年度R青少年交換学生募集の案内」
が届きました。受付に貼り出し致しますのでご覧くださ
い。
⑥地区より、「RLI（ロータリーリーダーシップ研究
会）パートⅠ開催のご案内」をいただきました。パート
Ⅰは9月9日(日)8：30～16：30まで、聖光学院にて開催
されるそうです。また、パートⅡは10月14日(日)、パー
トⅢは11月4日(日)に開催予定とのことです。受付に貼
り出し致しますのでご覧ください。参加希望の方は、事
務局までご連絡ください。締切は8月31日です。
⑦7/19クラブ基盤管理委員会Part１には私と、鈴木昇二
副会長で出席致しました。
⑧7/20第1グループ会長幹事会 遠藤会長・猪狩幹事で
出席してきました。各グループの会費の比較、11月の地
区大会の出席要請、7クラブ共同での活動についての協
議など。また、7クラブ親睦ゴルフ大会が10/19に開催さ
れますが、その出席をお願いされています。
⑨8/4土曜日2018-19年度YE受入学生のホストクラブ・ホ
ストファミリー説明会に出席予定です。

③８月国際ロータリー為替レート

④事務局から、7月26日に、8月の例会変更のお知らせ、
8月の例会日と内容、という文書を全会員宛に配信して
います。8月8日、8月15日の例会は休会 お気をつけく
ださい。次回は8月22日。8月29日はガバナー補佐訪問と
なります。
⑤7/31配信（ガバナー公式訪問、ガバナー補佐のお知ら
せとお願い）
⑥事務局は8月11日～16日 夏季休暇となります。ご連
絡は8月17日(金)、または20(月）以降でお願いします。
⑦各団体より御礼状が届いております。報告後回覧させ
ていただきます。
1)川崎大師観光協会様より、風鈴市の御礼状
2)南三陸 夢メッセージ花火の協賛の御礼
夢メッセージ花火のパンフレットが同封、
会長名でのメッセージが印刷
｢夢三陸 夢メッセージ花火2018 開催おめでとう
ございます！皆さんの笑顔が復興への力です！
夢と希望、ガンバレ南三陸！！｣
川崎大師ロータリークラブ 会長 遠藤悦弘
⑧例会終了後、第2回定例理事会が開催されます。出席
義務者の方は出席をお願いします。

出席報告

伊藤佳子出席委員長
会員数

幹事報告

猪狩佳亮幹事

①配布物（45周年記念誌・高良パストガバナーからの書
籍・ロータリーの友・ガバナー月信）
②回覧（他クラブ例会変更）
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１ドル＝１１２円

対象者 出

席 欠

席

出席率

2195回

４８

４２

３０

１２

71.43 ％

2193回

４８

４２

２４

１８

57.14 ％

前々回の修正 メークアップ 4 名 修正出席率

66.67 ％

メイクアップ
細谷重徳会員、横山俊夫会員、須山文夫会員
出井宏樹会員
川崎大師ロータリークラブ
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出井宏樹会員
７月２１日ローターアクト主催献血協力ありがとうござ
いました。
安藤賢一会員
暑い！暑い！！暑!!!
細谷重徳会員
皆さん大変暑いです。熱中症並びに体調にご注意下さ
い。
渡辺冨士夫会員
暑い日が続きます。十分健康に留意して下さい。
会員数

対象者 出

席 欠

席

出席率

2194回

４８

４０

２１

１９

52.50 ％

2192回

４８

４２

２６

１６

60.47 ％

前々回の修正 メークアップ 3 名 修正出席率

69.05 ％

メイクアップ
野澤隆幸会員、林鶴会員、竹中裕彦会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）林

鶴副会長

松井昭三会員
暑い毎日が続きます。来週から例会が休みに入りますが
皆さん、お体を大切に過ごして下さい。
宮山光男会員
先週の移動例会では、会長、幹事、副会長他会員の皆
様、ありがとうございました。
中村眞治会員
川崎中央ロータリークラブ
らっしゃいました。
例会をお楽しみ下さい。

木村さん暑い中ようこそい

猪狩佳亮会員
工藤副委員長、ロータリーの友デビュー楽しみにしてい
ます。今日が終ると夏休みです。皆様楽しい夏をお過し
下さい。私は香川県にいきます。
遠藤悦弘会長
次回例会は22日となります。暑いので、気を付けてお過
し下さい。

川崎中央ＲＣ 木村教義様
昨日まで穂高岳に行っていました。台風を待ち天気は良
かったです。疲れました。
野澤隆幸会員
・あと２日で８８歳の頂上に。祝意に心から感謝いたし
ます。
・今朝、正泉寺で日本テレビ「ぶらり途中下車の旅」の
取材を受けました。
８月１８日（土）放映とのことです。

川崎大師ロータリークラブ

本日のニコニコのテーマ
夏休み前の最後の例会は、記念すべき遠藤年度第1回
友精読です。
いきなりのピンチヒッターですが、工藤副委員長宜しく
お願い致します。
伊藤佳子会員、内田省治会員、小林勇次会員
鈴木幹久会員、布川 浩会員、大﨑克之会員
水口衛 会員、森田尊久会員、横山俊夫会員
船木幸雄会員、牛山裕子会員、工藤和弘会員
星野祐治会員、磯田 稔会員、鈴木昇二会員
林 鶴副会長、竹中裕彦会員 合計58,000円
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委員会報告
会員増強委員会 横山俊夫委員長
本日、入会候補者が明記できる書類をポスティングしま
したので宜しくお願いします。
又受付に増強セットをご用意させて頂きました。

ローターアクト委員会 布川 浩委員長
①ローターアクト 献血の報告（別紙）皆様でご協力あ
りがとうございました。
64名受付、50名のかたが献血 ご協力ありがとうござい
ました。

2018-19年度 国際ロータリー第2590地区

エイジングプログラム委員会 鈴木幹久委員長
・2018-19年度委員会活動方針について
日時8/21(火) 場所 恵の本

同好会委員会 水口 衛委員長
10月19日(金）新川崎RC主幹
7クラブ親睦ゴルフ大会が行われます。現在5名の方の参
加申し込みが出されています。
できればもう何人か参加よろしくお願いします。

②8/7(火)19：30～ローターアクトで納涼例会を行いま
す。
場所は川崎駅近くのチネチッタ内 ビアガーデンです。
参加希望の方は8/3までに私までお知らせください。

ロータリーの友

精読

雑誌広報委員会 工藤和弘副委員長
雑誌広報委員長の船山委員長が欠席されるということで
指名頂きロータリーの友精読をさせていただくことにな
りました。
入会して間もないときに初めて1度星野先輩のロータリ
ーの精読を聞かさせて頂き、このクラブは熱いクラブだ
と思ったのが印象に残っています。とても同じようには
できないかとは思いますが一生懸命頑張りますので、よ
ろしくお願いします。
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４２ページ
パズルｄｅロータリー
前年度のイアンライズリー会長が4月22日まで植樹する
ことを会員に呼びかけて、日本のクラブでも活躍したと
いうことがでてきます。
その他 ロータリー百貨店22財団とでてきます。
46ページ 2018-19年度ロータリー財団管理委員長のロ
ンデーバートンさんのメッセージ。
この方は2013-14年RI会長をされている方なので２２に
関連する。
ここで最後にヒントをいただいて1922年を調べました。
米山梅吉さんが大正9年に東京RCを設立して東京クラブ
ができたころ必ずしも週１回の例会ということではなか
ったのだけれど、1922年の6月ロサンゼルス大会から週
に１回になったとかいてあります。
以上です。ありがとうございました。

３ページ
RI会長メッセージ
４・５ページ
エバンストン便り RI会長メッセージ
（ロータリーDayの実施）
９ページ
アメリカ・ミネソタ州・イイリアナRC
員増強につとめている。

最優先事項で会

10項目
・クラブの長所をリストにする
・入会候補者リストを管理する
・クラブの強みを知る
・会員増強をクラブの最優先事項にする
・行く先々でロータリーについて話す
・会員の責任をリストにする
・ゴールがないことを認識する
・入会式をお祝する
（入会候補者に自分は待ち望まれているのだと
思わせることが重要）
・粘り強く
・精力的に

総評 遠藤悦弘会長
工藤さんありがとうございます。
入会間もない工藤さんに大役をお願いしてそれでも会員
との融和に役立つのではないかなとおもいますのでこれ
からもよろしくお願いします。

●閉会宣言並びに点鐘

遠藤悦弘会長

２４ページ
全国ロータリー野球大会
日時：平成３０年８月２２日㈬は

５５ページ
成田RC 成田山記念植樹例会
６８ページ
北海道命名150年記念事業
北海道の名前の由来 松浦武史郎とアイヌ民族

川崎大師ロータリークラブ

通常例会です。

月間卓話「会員増強でクラブが甦る」
会員増強委員長
クラブ
会 報
委員会

布川

浩／秦

横山

琢ニ／船山

俊夫会員

佳則／森田

尊久

5頁

BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

2018-19年度 国際ロータリー第2590地区

ᨥȭȸǿȪȸᇹᲬᲯᲳᲪעғ

߷߃ࠖٻȭȸǿȪȸǯȩȖ
 ʙѦޅᲴƄ ߷߃ࠊ߷߃ғிᧉЭ  ǫȸǵჽʟᲫ᳀
6 GN             (C Z              


ᲬᲳ࠰ᲱஉᲭᲫଐ

˟ՃӲˮ
߷߃ࠖٻȭȸǿȪȸǯȩȖ
˟   ᧈ ᢒᕲ नࢀ


ƀ Ǭ Ȑ Ȋ ȸ π ࡸ ᚧ բ Ɓƀ Ǭ Ȑ Ȋ ȸ ᙀ ˱ ஹ ᚧ Ɓ 
ƓჷǒƤƱƓᫍƍ

 ȭ ȸ ǿ Ȫ ȸ ǯ ȩ Ȗ Ʒ π ࡸ ᘍ ʙ ư Ƌ Ǔ Ǉ Ƣ Ŵ Ǭ Ȑ Ȋ ȸ ᙀ ˱ ᚧ բȷǬ Ȑ Ȋ ȸ
πࡸᚧբƴƭƖǇƠƯƓჷǒƤƍƨƠǇƢŵ
μ˟ՃƷЈࠗǛƓᫍƍဎƠɥƛǇƢŵ

Ყ ᚡ Ყ


ĬǬȐȊȸᙀ˱ᚧբ
ᲲஉᲬᲳଐᲢ൦ᲣƸŴ ޛښጛ ᇹᲫǰȫȸȗǬȐȊȸᙀ˱ƕஹᚧƞǕŴӲۀՃ
˟ѣᚘဒإԓǛᐲƠǇƢŵ࢘ଐƷኳʕʖܭЦƸŴ᳇ᲬᲭᲪЎ᪭ưƢŵ
èᧈ᧓ƱƳǓǇƢǹǱǸȥȸȫƷᛦૢǛƓᫍƍƠǇƢŵ
ӲۀՃ˟ۀՃᧈƸѣᚘဒǛКኡǹǱǸȥȸȫƷᡫǓႆᘙƠƯ᪬ƖǇƢŵ
èႆᘙ᧓ƸᲫۀՃ˟ᲬЎƔǒᲭЎᆉࡇưƓᫍƍᐲƠǇƢ
ਃ࢘ྸʙŴۀՃᧈƷ૾Ƹ࣏ƣЈࠗǛƓᫍƍƠǇƢŵᣃӳưЈࠗưƖƳƍ૾ƸŴи
ۀՃᧈӍƸۀՃƷ૾ưŴˊྸႆᘙưƖǔ૾ƴ̔᫂ƠŴƦƷଓǛྀ࠴ʙƴ࣏ƣƝ
ᡲዂƍƨƩƖǇƢǑƏƓᫍƍᐲƠǇƢŵ
ᲢᲲᲬᲬǇưᲣ 
    è࢘ଐƸѣᚘဒǛƝਤӋƘƩƞƍŵ



ĭǬȐȊȸπࡸᚧբ
ᲳஉᲫᲬଐ ൦ ƸŴ ٻ ܇ǬȐȊȸƕƓᙸƑƴƳǓǇƢƷưŴ
ʖܭǛᚨܭƍƨƩƖŴμ˟ՃƷЈࠗǛƓᫍƍᐲƠǇƢŵ

ˌɥǑǖƠƘƓᫍƍƠǇƢŵ
6頁

川崎大師ロータリークラブ

