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2018-19年度 国際ロータリー第2590地区インスピレーションになろうBE THE INSPIRATION

●司　会　　星野祐治ＳＡＡ

●点　鐘　　遠藤悦弘会長

●斉　唱　　「国歌」「奉仕の理想」

　　　　　　森田尊久ソングリーダー

ゲスト紹介　遠藤悦弘会長

川崎大師ローターアクトクラブ　会長　熊倉祐太様

2017-18年度米山奨学生（ロータリー米山学友）金　勁佑様

挨拶　熊倉祐太様

本日は川崎大師RCの例会に参加させていただきまことに

ありがとうございます。

今週日曜日に行われるアクトの日のご案内と現状のロー

ターアクトクラブの活動内容を話をさせていただければ

と思います。

9月9日、今週日曜日はアクトの日です。復会後初めて横

浜南RACと合同でホストクラブを務めさせていただきま

す。三役を含め私もホストクラブ自体をつとめたことが

ないのでわからないことばかりです。川崎大師で働いて

いる元山が実行委員長として一生懸命活動しています。

テーマは〔防災の対策ができるようになる〕です。日本

では災害が多いので災害時にどういうことができるのか

ということでここ最近関東では被害がないので、東日本

大震災のようなことを忘れかけているところがあるので

そこを再確認して、有事に率先して行動できるよう、そ

れがローターアクトいたからできた、周りの人を助けら

れるということを目的としてます

登録は12時30分から、1時点鐘です。場所は東神奈川の

セネックス。皆様の参加をお待ちしております。宜しく

お願いします。

次回川崎大師ローターアクトクラブの例会は川崎競馬場

でのバーベキューになります。他クラブから昨年は参加

があまりなかったのですが、川崎競馬場、川崎にありま

すので毎年開催したいと思っています。小学生以下は無

料です。ぜひロータリアンの方もご家族をつれて参加し

ていただけたらと思います。

現状のクラブとしては一人会員が増えてまだまだ会員が

少ないので皆様にご紹介していただければローターアク

トも活発に活動をしていけるのかなと思います。これか

らも頑張っていきたいと思いますので今後ともよろしく

お願いします。

挨拶　金　勁佑様

皆様のおかげで博士号をとることができたと思います。

昨年川崎大師RCの奨学生でしたが3月まで最後の論文を

出していました。6月に審査を受けて8月ごろ合格できま

した。米山奨学金があったので本当に助かりました。

奨学金がなかったらこのように早くに卒業することが出

来なかったと思います。博士課程に入ってからは３年半

で卒業することが出来たのは皆さんのおかげです。皆様
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に感謝申し上げます。

参考のために論文も持ってきました。タイトルは「特別

企業協定における国際標準に関する研究」。FKやTPPな

ど問題があるときに特に危機的な貿易協定に関する問題

があった時、序文をどのように解釈すべきかという問題

を歴史的な変革を調べて私なりの提案をしました。法学

論文としては解釈をどのようにするかという私なりのオ

リジナリティを少しみせたので先生からも博士号として

は意味があるという話をいただきました。

去年奨学生の時はバイトもせずに一年間論文に集中でき

たました。本当に皆様のおかげでこの論文ができたかと

思います。奨学生終ってからは日本語の修正などだった

ので論文の完成は奨学生だった３月までに出来たので皆

様のおかげです。ありがとうございました。

遠藤悦弘会長

金さんには米山奨学会から卒業をお祝して金時計が贈ら

れます。喜んで受け取っていただければと思います。

おめでとうございました。

来訪ロータリアンの紹介　内田省治親睦委員長

川崎RC　大野　弘様

8月入会祝い　内田省治親睦委員長

長島　亨会員　昭和48年9月5日（入会45年）

久保博和会員　平成11年9月8日

矢野清久会員　平成15年9月24日（入会15年）　

入会10年　坂東保則会員（7月）

入会 5年　出井宏樹会員（7月）

入会 5年　内田省治会員（8月）

会員の誕生祝い　内田省治親睦委員長

宮山光男会員

炭谷博功会員

秦　琢二会員

小林勇次会員

永松慎太郎会員

奥様の誕生祝い　内田省治親睦委員長

布川二三夫会員　奥様　良子様

宮山光男会員　　奥様　富枝様

安藤賢一会員　　奥様　和子様

渡辺冨士夫会員　奥様　初子様

出井宏樹会員　　奥様　さち恵様

猪狩佳亮会員　　奥様　千佳様

工藤和弘会員　　奥様　瑞代様
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会長報告　遠藤悦弘会長

①2018-19年度　青少年交換学生　須山なつみさんより、

８月の月例レポートが届きましたので、回覧させていた

だきます。

②次週　9月12日はガバナー公式訪問になります。万障

お繰り合わせの上、全会員の出席をよろしくお願い致し

ます。

幹事報告　猪狩佳亮幹事

①配布物

「ロータリーの友9月号、ガバナー月信9月号、岩井年度

決算資料、横山地区研修協議会実行委員長からの資

料」。

ガバナー月信10P　ロータリー青少年交換学生の紹介　

左上に須山なつみさんの顔写真が紹介されています。

②回覧物

「ファイアーサイドの出欠、川崎大師ローターアクトク

ラブ第１例会（バーベキュー）の出欠、会員名簿の校正

紙、地区大会の出欠、他クラブの例会変更の案内」

③事務局から、8月27日に9月の例会変更のお知らせ、9

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。9月19日の例会は休会です。9月26日は通算2200回

例会です。全員の出席をお願いします。

④2016-17年度ロータリー青少年交換学生　石川稔也君

から、夏休みにフィリピンをご旅行された時のお土産を

いただきました。各テーブルに置いておきます。

⑤例会終了後　第３回定例理事会を開催します。出席義

務者の方は出席をお願い致します。

メイクアップ

布川　浩会員

スマイルリポート　林　鶴副会長

竹中裕彦会員

熊倉RAC会長ようこそ！

ご結婚おめでとうございます。今度はおしあわせに！

布川　浩会員

ローターアクトの皆様本日はようこそ！アクトの日がん

ばりましょう！

出席報告　　　　　　　　　　　　伊藤佳子出席委員長
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水口　衛会員

本日は仕事の都合で例会に行けません。岩井年度の理事、

役員の皆様、お疲れ様でした。

秦　琢二会員

本日の2017-18年度　岩井年度決算報告　宜しくお願い

致します。

岩井茂次会員

前年度の決算報告をさせていただきます。一年あまり、

お世話になりました。

横山俊夫会員

金君久しぶりです。おめでとう

猪狩佳亮会員

岩井直前会長、秦直前幹事　本日は渾身の決算報告よろ

しくお願いします。直前SAAより。

遠藤悦弘会長

次週は一大イベントのガバナー公式訪問です。全会員の

出席をお願いします。

本日のニコニコのテーマ

岩井直前会長、船木直前副会長、秦直前幹事、

あらためて１年間大変お疲れ様でした！

渾身の決算報告、宜しくお願いいたします。

松井昭三会員、小林勇次会員、矢野清久会員

中村眞治会員、鈴木幹久会員、細谷重徳会員

炭谷博功会員、須山文夫会員、星野祐治会員

森田尊久会員、大﨑克之会員、林　　鶴会員

工藤和弘会員、坂東保則会員、牛山裕子会員

出井宏樹会員、船山佳則会員、内田省治会員

伊藤佳子会員　

委員会報告

・国際奉仕委員会　大﨑克之委員長

米山梅吉記念館様より100円募金に対する御礼状が届き

ました。合計金4800円を当クラブから募金しました。

御協力ありがとうございました。

・ローターアクト委員会　布川　浩委員長

①9月9日アクトの日は参加者を募集しております。参加

希望の方は事務局へ登録の連絡をお願いします。

登録費は会からの負担になります。

②9/11ローターアクトのバーベキュー例会　出席の方は

回覧に丸を付けて下さい。

●閉会宣言並びに点鐘　遠藤悦弘会長

クラブ協議会になりますので本日はこれにて閉会させて

いただきます。
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第２回　クラブ協議会

議長　遠藤悦弘会長

前年度　岩井年度の決算報告をただ今からさせていただ
きます。
皆さんご静聴いただきたいと思います。ご質問等ありま
したら遠慮無くいただきたいと思います。

岩井茂次直前会長

　前年度の決算報告で本日お時間をいただきまして、こ
の後ご報告させていただきます。
前段で8月22日　天龍にて決算理事会を行わせていただ
きました。前年度・理事役員10名の出席をもって行われ
ました。この中での数字の報告を前年度秦幹事よりさせ
ていただきます。

秦　琢二直前幹事

資料に基づき読み上げ及び説明。

承認

岩井茂次直前会長

渾身の決算報告ということで、実際の渾身のというのは

１年間やってきたのが渾身ので、２ヶ月が経って力が抜

けております。この場に戻ってくることはしばらくない

かと思います。

これをもって2017-18年度全ての任務終了ということで、

来週皆さんに冊子が届きます。

また今一度お目通しください。どうもありがとうござい

ました。

秦　琢二直前幹事

以前、水口会員にいただいた事務局の冷蔵庫が壊れてし

まいました。皆様の事務所でもし冷蔵庫が余っておりま

したら、事務局まで運んでいただけるとありがたいです。

総評　遠藤悦弘会長

ありがとうございました。秦会員には承認までとってい

ただきありがとうございました。

それでは横山会員に地区研修協議会のことで実行委員会

として報告をお願いします。

横山俊夫　2018-19地区研修・協議会委員長

皆さんのお手元に組織図がございます。これも以前お渡

ししたものと変わっておりません。

今現在の48名のメンバーに作り替えただけです。この前

お見えになりました轟ガバナーエレクトと鈴木慎二郎地

区副幹事と来年の3月31日に向けていろいろ打合せをし

ています。

まだそちらが確定をしておりません。細かいことは皆さ

んにご報告できません。

ご報告できるのはここに名前がありませんが、地区内の

ローターアクトにお手伝いを願うということを理事会で

ご承認をいただき、地区の代表、また地区担当委員長に

もご了解をえております。

我々の中身がきちんと決まり次第役割分担を含めて細か

い打合せに入ることになっています。

当初から私共のクラブだけでこれを運営させていただく

ということで動いております。

ここには実際に48名入っていますが全員が当日きちんと

そろうということは100％不可能だと思っています。

ご案内を差し上げて役割分担が一応入っていますがどこ

かで動いたりしていただくこともあるかと思います。3
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日時：平成３０年９月２６日㈬は
　　　通常例会です。
　　　第3回クラブ協議会
　　　次年度理事役員・
　　　次々年度会長選出方法諮問

日時：平成３０年９月１９日㈬は
　　　定款諸規定に則り

です。

布川　浩／秦　琢ニ／船山　佳則／森田　尊久
クラブ
会　報
委員会

休会

月31日今から必ず行くよということで手帳なりに記載し

ていただきたいと思います。

600人近い会員さんが地区内動きますので中身によって

は手薄なところが出てくるかもしれません。

いったいどこがホストをやったんだよという話に必ずな

ります。遠藤会長はもとより会員の皆さんが、「大師さ

んでこれだよ」といわれるのは悔しいと思いますので、

さすが大師と言われたく皆さんとこの１日をやりたいと

思います。

事前に打ち合わせなどありますがそれは私が出てあと細

かいところは委員長から副委員長、委員の方を交えて細

かい動きを今後していきたいと思っています。3月31日

山手にある聖光学院中学・高校で行います。この組織図

を今一度ご覧いただき心づもりをしておいていただくと

大変ありがたいかなと思います。

年度末の日曜日で日程的にはえっと思いましたが、学校

の都合もあります。我々がこの日はだめだよということ

がいえないので3月31日を押さえていただきました。

もしかすると何人かの方が前日の30日に学校に入って、

全体の流れの確認をするかもしれません。それはおいお

い決まり次第ご案内を差し上げます。

今日は3月31日地区研修協議会当クラブが受けたという

ことを今一度心に刻んでいただければ有難いと思います。

ありがとうございました。

遠藤悦弘会長

横山さん、ありがとうございました。

それでは時間になりましたので本日のクラブ協議会を終

了とさせていただきます。ご苦労さまでした。

会員の皆様、毎週の例会で角テーブルに一輪挿しがセッ

ティングされている事をご存じでしょうか。

これは、10年前より横山会員のご厚意で、提供頂いてい

ます。

横山会員が例会欠席の場合でも、花のご提供はかかさず

いただいております。

今回よりご提供いただいた花のご紹介を例会と週報でさ

せていただきます。

２０１８年９月５日　本日のお花

花名：デンファレ

原産：オーストラリア

デンファレはラン科の植物で、原種名はデンドロビュー

ム・ファレノプシスを略したものです。

花言葉：「お似合いの二人」


