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「国歌」 斉唱
「奉仕の理想」須山文夫ソングリーダー
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会員の誕生祝い
中村眞治会員
久保博和会員
岩井茂次会長
沼田直輝会員
内田省治会員
磯田 稔会員

ゲスト紹介 遠藤悦弘会長
次年度地区幹事 鈴木慎二郎さん（川崎マリーンRC)

12月入会祝い

内田省治親睦委員長
奥様誕生祝い
布野真治会員

会長報告

奥様

奈巳様

遠藤悦弘会長

①ポールハリスフェローの感謝状とピンが届いておりま
す。
ポールハリスフェロー 出井宏樹会員
内田省治会員
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②ポスティング（ガバナー月信12月号・ロータリーの友
12月号・増強委員会から候補者を書く用紙）
③12月・1月の例会変更のお知らせ 12月の例会日の内
容とご案内を11月26日に全会員に配信をしております。
12月 12月12日（信徒会館での例会は本年最後）・18日
（年忘れ家族会）
１月 1月4日（献血）・8日（４クラブ合同例会）・9日
（休会）
④４クラブ合同例会の案内を配信しております。ホス
ト：中央RC 締切が12月14日です。
マルチプルポールハリスフェロー

秦 琢二会員
小林勇次会員
磯田 稔会員

②ガバナー事務所より、2021年-2022年ガバナーノミニ
ー候補者推薦の件
③2018-19年青少年交換学生 須山なつみさんより11月
の月例レポートが届きました
④ゆずりは園よりゆずりは園まつりの寄付金御礼状が届
いております。
⑤11月28日卓話においていただきました川崎市立橘高校
定時制教頭 関根泰三さんより御礼状をいただきまし
た。

幹事報告

猪狩佳亮幹事

⑤12月国際ロータリー為替レートは１ドル112円です。
⑥本日例会終了後、第6回定例理事会を行います。出席
対象者の方はご出席をお願い致します。

出席報告

伊藤佳子出席委員長
会員数

対象者 出

席 欠

席

出席率

2208回

４７

４２

２８

１４

66.67 ％

2206回

４７

４１

２２

１９

53.66 ％

前々回の修正 メークアップ 8 名 修正出席率

73.17 ％

メイクアップ
宮山光男会員、鈴木昇二会員、水口 衛会員
小林勇次会員、沼田直輝会員、出井宏樹会員
船山佳則会員、布川 浩会員

①回覧（他クラブ例会変更の案内・新年川崎大師さま御
護摩（1月16日）の申込書（締切は12月12日）・1月4日
献血活動出欠表・12月18日家族会の出欠表・1月8日４ク
ラブ合同例会の出欠）となります。
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スマイルレポート（ニコニコボックス）林

鶴副会長

2018-19年度 国際ロータリー第2590地区

本日のニコニコのテーマ
「クラブの近未来を決める本日の協議会。
どうぞ最後まで出席ください。」
星野祐治会員、野澤隆幸会員、牛山裕子会員
鈴木昇二会員、布川 浩会員、工藤和弘会員
大藪善一会員、石渡利治会員、矢野清久会員
坂東保則会員、内田省治会員、伊藤佳子会員
出井宏樹会員、林
鶴会員 合計38,000円

委員会報告
●指名委員会

渡辺冨士夫委員長

川崎マリーンRC 鈴木慎二郎様
年次総会開催おめでとうございます。
松井昭三会員
昨日の血液検査でPSAが0.013まで下がりホルモン療法の
治療が終わりました。
ひとまず安心です。
中村眞治会員
①会長候補の決定に期待して
②誕生祝いをありがとうございます
水口 衛会員
仕事の都合で欠席させていただきます
須山文夫会員
次年度の理事・役員をご提案いたします。宜しくお願い
致します。
岩井茂次会員
お誕生日のお祝をありがとうございました。

メンバーに協力をいただきましたが本来なら本日選出決
定をしなければなりませんが決める事ができませんでし
た。大変申し訳ございません。明日もう一度指名委員会
を開催致して最終的な結論を出したいと思っております。

●エイジング委員会 鈴木幹久委員長
本日の桂歌丸追悼公演と牛鍋「じゃのめや」での会食交
流会 欠員が出ましたので参加をお願いします。

猪狩佳亮幹事
師走が到来。今年の例会も家族会を含めてあと３回にな
りました。
遠藤年度もあと半分と思うとちょっと心が安らぎます。
会員の皆様におかれましては
ひき続きクラブライフをエンジョイしていただきますよ
うお願いいたします。
遠藤悦弘会長
本日は年次総会です。最後までよろしくお願いいたしま
す。師走になりました。寒さも厳しくなってきます。皆
様ご自愛ください。
川崎大師ロータリークラブ
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●プログラム委員会 鈴木幹久副委員長
来年初めて始まるのが1月16日です。
卓話者は藤嶋昭先生（前東京理科大学学長）
「科学を楽しく 光触媒を例にして」貴重なお話です。
16日は最初の日です。たくさん参加していただけるとは
思いますが出席宜しくお願いします。
先生はご多忙の中いらしていただけます。ノーベル賞候
補にもなっています。また先日は文化勲章をいただきま
した。先月22日には川崎市名誉市民に選出されました。
●会員増強委員会 横山俊夫委員長
地区研修協議会、みんなで盛り上げていきたいです。そ
のためにも新会員を増強したいと思います。皆さんのご
協力宜しくお願いします。

●年忘れ家族会委員会 八尋匡彦委員長
12月18日㈫18:00～ 銀座コートヤード マリオットホテ
ルにて行われる年忘れ家族会について、回覧を開始して
おります。皆様ふるってご参加ください。また参加され
る方は、ご家族様の分も含め今週と来週で参加料をお預
かりさせて頂きます。ご協力お願いします。ホテルの料
理の件で、もしアレルギーなどがある方いらっしゃいま
したら事前にいって頂ければ、ホテルの方で配慮してく
ださるようなので該当の方私までご連絡お願いします。
当日ホテルの駐車場が大変少なくなっております。車で
来られる方は事前に私の方まで連絡をお願いします。

2018-19年度 国際ロータリー第2590地区

●閉会宣言並びに点鐘

遠藤悦弘会長

２０１８年１２月５日（水）

本日のお花

花名：アルストロメリア（日本名はゆめゆりそう）
南アメリカ原産でユリ科の球根植物で、２番の蕾が咲く
と色が違います。
花の色で花言葉は違いますが、本日はクラブに最も必要
な色にしてみました。
花言葉：「気配り」

日時：平成３０年１２月１８日（火）
◇移動例会 年忘れ家族会
時間：18：00点鐘
場所：コートヤード・マリオット
銀座東武ホテル

12月19日㈬は例会はありません。
12月26日㈬は例会はありません。
（定款細則に基づく）

日時：平成３１年１月８日（火）
◇移動例会 新春４クラブ合同例会
時間：12：30点鐘
場所：川崎日航ホテル

1月9日㈬は例会はありません。
クラブ
会 報
委員会
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第４回クラブ協議会、年次総会

須山文夫次年度会長

議長

次年度会長を仰せつかりました。またメンバーについて
先ほど渡辺指名委員長から推薦で皆様にご承認頂き有難
うございました。
三役を私の方からご紹介させて頂きます。
副会長を星野祐治さん、石渡利治さん
幹事 八尋匡彦さんです

遠藤悦弘会長

クラブ協議会、年次総会と開催させていただきたいと思
います。川崎大師RC第8条第2節及び細則4条第1節及び第
3節に基づき総会を執り行います。
総会はクラブ会員の3分の1をもって定足数といたします
当クラブの会員総数47名。本日は28名の出席をいただき
3分の1をこえておりますので、本総会は成立致します。
選出までの経緯
9/26の例会において第3回クラブ協議会において次年度
理事役員会、次々年度会長選出について、お諮りをいた
しましたところ指名委員会を選出し委任する旨の決議を
いただきました。
第1条第5節に従い指名委員会を発足させて頂きました。
本日指名委員会の委員長である渡辺指名委員長に発表を
お願いします。

渡辺冨士夫指名委員長
次年度の役員候補として会長が須山文夫会員です。
副会長 星野祐治会員、石渡利治会員
幹事 八尋匡彦会員
会計は次週
会場監督 小林勇次会員
職業奉仕 水口 衛会員
社会奉仕 竹中裕彦会員
国際奉仕 磯田 稔会員
青少年奉仕 布川浩会員
親睦委員会 秦琢二会員
以上が次年度理事・役員を含めたメンバーです。
賛成の方は挙手お願いします。
全員挙手により承認。ありがとうございます。

遠藤悦弘会長
渡辺指名委員長ありがとうございました。
次年度の理事会メンバーの選出のみで年次総会とさせて
いただきます。
須山さんから次年度三役の紹介をさせていただきます。

川崎大師ロータリークラブ

昨年この場で次々年度会長に選出されその時に話をさせ
て頂きましたが、私、47代になります。来年47歳で47代
目を拝命することになりました。
何かの縁かなと思っております。40代の会長が寺尾さん
以降いらっしゃらないということで、名簿から数えても
私、下の方から数えた方が早いような若輩者です。
ロータリーには13年在籍せて頂いております。地区の方
に出て青少年でいろいろ楽しませて頂いているところは
ありますが、クラブの方が少しおろそかになるかもしれ
ません。
今回役員候補者、本来私の最初の目的は比較的入会年度
の若い方で固めようと思っていました。
次世代を育てるということで、諸先輩方にはそのバック
アップについていただきたい。
若い方をまずは誘いました。皆さんが皆さん事業の関係
やいろいろありお受けできない方もいらっしゃいました。
仕事あってのロータリーです。仕方ないことだと思って
います。
その中でその部類に長けた方をお願いさせて頂きました。
会計に関しては本来ここでご提示しなければいけないの
ですが次々年度幹事候補者をお願いしたいと伝えてあっ
たのですが
以前の慣習で理事メンバーに入って頂いて１年間理事会
を学んで頂いてから幹事年度にいっていただきたいとい
う意向はありました。会長自体が決まらないということ
になりました。私も本来もっと早くにすべき問題でした。
私も後手後手にまわってしまい今日の時点で会計が空席
になってしまったことお詫び申しあげます。次年度今ま
でにないことを、若い人を育てるという形でロータリー
をまわしていきたいと考えております。決して諸先輩方
を排除するとかそういったことではなく勘違いしないで
いただきたいです。是非若い人のバックアップにまわっ
ていただきたいんです。そして今までのロータリーの良
いところを検証していきたいと考えております。それが
今後のロータリー、50周年を迎えるにあたり50年、60年、
この先ずっと大師ロータリーを続けていくことに、今ま
での歴史を踏襲しながら、変えなければいけないもの、
かわっていかなければいけないもの、残していかなけれ
ばいけないものがあると思います。これをどんどん踏襲
していきたいと思っていますのでぜひとも皆様のご協力
宜しくお願いします。
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遠藤悦弘会長
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エイジング委員会

活動報告

須山さん、有難うございました。
ひき続き次々年度の会長の選出には指名委員会に頑張っ
ていただいて細則にもよりますが年度内に決めていかな
ければなりませんので次週が最後の例会になってしまい
ます。残すところ来週しかございません。指名委員会に
は今一度頑張っていただいて次週には次々年度の会長選
出を宜しくお願いしたいと思います。
皆さんには次週も全会員の出席をいただいて次々年度の
会長推薦の承認をいただけるだろうと思っています。皆
さんで声援をおくっていただけたらと思います。
次週はラグビーの監督に卓話をいただくことになってい
ます。もう一度年次総会を開くということになると卓話
の時間がなくなってしまいます。時間が延長になること
を覚悟いただいて出席いただいたらと思います。

中村眞治会員
指名委員長の渡辺さん、どうも有難うございました。
指名委員会のメンバーの方たちのお名前を拝見しても歴
代の会長でも、私が入会していらい優秀な方々ばかりだ
と思います。私の時もそうでしたが、私が指名委員長で
お願いしたときもそうでしたが誰か候補か必ずいるのだ
と思います。
１点は具体的なお名前が出たらどうだ、これは今日では
なく次回で結構です。２点目はこれまでは慣習としてク
ラブ規約に書いていないですがメンバーであればやはり、
例えばこの前のガバナー補佐につきましても牛山さんが
手を上げられクラブばかりでなくそういうロータリーに
ついてはそういう積極的にアグレッシブにポジティブに
自らの意見をいっていただかないと前に進まないと思い
ます。ですから立候補など意のある方がいらっしゃいま
したら副会長、幹事経験者でなくとも、先ほど須山さん
がいわれましたが理事会の雰囲気も次年度幹事の方は理
事会メンバーでどういうものか推測する、そういう手立
てがあります。ですから２点目は副会長、幹事経験者で
なくても意識のあるひと、あるいはロータリーを愛する
人、ましては我がクラブの存続についても大いに意欲の
ある方になっていただくために、副会長、幹事でなくて
もよろしいのではないかと思いまして今回個々で提案さ
せていただきました。次回のクラブ協議会に期待してお
ります。

遠藤悦弘会長
大変貴重なご意見を頂きまして有難うございます。我々
の気持ちを代弁していただいたようなお話をいただきま
してありがとうございます。次週ひき続き年次総会を開
催させていただきます。皆さん宜しくお願いしたいと思
います。
有難うございました。
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