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●司　会　　星野祐治ＳＡＡ

●点　鐘　　遠藤悦弘会長

●斉　唱　　「奉仕の理想」須山文夫ソングリーダー

ゲスト紹介　遠藤悦弘会長

信徒部　第二信徒課　角田　豪久様

１年間お世話になった信徒課さんに御礼

来訪ロータリアン紹介　内田省治親睦委員長

川崎RC　堂本典子様

会長報告　遠藤悦弘会長

①本日正午より、臨時理事会を開催いたしました。議事

録は次週以降にポステイングしますが、議事の概略だけ

お伝えします。細谷会員から6月末で退会したい旨の退

会届が提出され、残念ながらやむを得ないとのことでそ

の退会が承認されました。

６月末をもって退会される細谷さん、渡辺さんより一言

ずつごあいさつをいただきたいと思います。

挨拶　細谷重徳会員

退会をさせて頂くことにしました。退会届けを読まさせ

ていただきます。1996年に入会し今年で23年間大変お世

話になり有意義に出席、参加させていただきました。何

も奉仕が出来ませんでしたのは心残りではございますが

この辺で区切りをつけたいと思い、皆様方にもいろいろ

ご指導をくださり今日までになりました。皆さまがたあ

りがとうございました。高齢化年齢も入り、一身上の都

合もあり令和元年6月末日をもって退会いたしますこと

をここにお届けします。

　遠藤会長は私が指名委員長の時に指名した会長なので、

遠藤会長が会長職を全うしたかなと、私も安心して退会

できるなとおもい、少し時間が欲しいということです。

決して変なことで退会するわけではありません。町で会

っても是非声をかけていただきたいと思いますので歌の

４つのテストではありませんが、ぜひこれからもご指導

ご鞭撻のほどお願いしたいと思います。２３年間ありが

とうございました。
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挨拶　渡辺冨士夫会員

私も大師ロータリークラブに入会して約２０年になりま

す。異業種の方々と接することにより私も人間的にも向

上することができたと思っています。特に寺尾さんと船

山さんにはご指導いただきましたこと本当に感謝してお

ります。長い間本当にありがとうございました。今、細

谷さんがおっしゃったように今日で退会するけれども皆

さんとの友情関係はこれからも続けたいという気持ちで

おりますので是非ともよろしくお願いしたいと思いま

す。ありがとうございました。

遠藤悦弘会長

②6月2日にドイツ・ハンブルグで開催されました国際大

会に牛山会員が本日のお客様、堂本さんと一緒に出席を

してこられました。その際に参加者とバナー交換をたく

さんされてこられたのでお回しします。ご覧頂きたいと

思います。

③本日のお客様堂本様より萩の月をいただきました。本

日例会終了後に事務局の掃除と片付けに参加していただ

いたかたに食べていただこうと考えましたのでどうぞ皆

さん萩の月につられてお掃除に来て下さい。ありがとう

ございました。

幹事報告　猪狩佳亮幹事

①回覧　他クラブ例会変更、他クラブ週報

②「2018-19年度　第4・第5北・第5南グループ　IM報告

書」が届きましたので、回覧します。

③横浜東RACより、７月第1例会のご案内が届きました。

　7月3日（土）20：00～21：45。場所はホテルキャメロ

ットジャパン。新年度第1例会となります。参加希望の

方は、6月28日までに事務局あてご連絡ください。

④例会終了後、午後２時頃より、年度末大掃除　事務局

を綺麗にする会　を事務局にて実施します。ふるってご

参加ください。

メイクアップ

野澤隆幸会員、横山俊夫会員、秦琢二会員

出席報告　　　　　　　　　　　　伊藤佳子出席委員長

2232回

2230回
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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3 65.00
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％

％

％

修正出席率
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スマイルレポート（ニコニコボックス）鈴木昇二副会長

川崎RC　堂本典子様

今日はおじゃまいたします。牛山さん　先日、ドイツで

はお世話になりました。ありがとうございます。

布川　浩会員

本日は所用のため欠席します。遠藤会長、猪狩幹事１年

間おつかれさまでした。明日のアクトの納会もよろしく

お願いします。

小林勇次会員

遠藤会長、猪狩幹事、理事の皆様方１年間ありがとうご

ざいました。細谷さん、渡辺さんお世話になりました。

松井昭三会員

4月に八十の誕生日に運転免許を更新したばかりですが、

結婚６０周年を迎えたのを機に先日返納いたしました。

遠藤さん２度の会長御苦労様でした。

岩井茂次会員

遠藤会長、猪狩幹事はじめ役員・理事の皆様、お疲れ様

でした。本日所用により早退させていただきます。

渡辺冨士夫会員

大変お世話になりました。ありがとうございます。

細谷重徳会員

皆々様、大変御世話様に成りました。今後も色々と御指

導下さいませ。ありがとうございました。

野澤隆幸会員

6月20日、赤坂サントリーホールで電子楽器、ピアノ、

オルガン2台を含む大編成の曲をNHK交響楽団の演奏で聴

き、１０楽章、80分にわたる連続演奏にすっかり陶酔し

ました。

牛山裕子会員

１．遠藤会長、猪狩幹事、鈴木昇二副会長、林副会長そ

して理事役員の皆様１年間ありがとうございました。特

に遠藤会長が頑張って下さったから次年度へ、次次年度

へ引き継げるのでしょう。感謝申し上げます。

そのような大切な年度最後の例会を早退しますが、本日

午後２時に協同組合　伊勢佐木町商店街の令和元年通常

総会を開催しなければなりません。理事長不在では事が

進みませんので、ご容赦下さい。

２．堂本典子様、make-upありがとうございます。ハン

ブルグ国際大会ご一緒できて楽しい１週間でした。

猪狩佳亮幹事

いよいよ遠藤年度も今日で最終回。皆様、ご協力ありが

とうございました。１年間クラブライフをエンジョイし

ていただけたでしょうか？

来週からは、２年ぶりに皆さんのテーブルに戻りますの

で、仲間に入れてください。

遠藤悦弘会長

いよいよ最終例会となりました。皆様には１年間大変御

世話になりました。有難うございました。

鈴木昇二副会長

・遠藤丸が一年間の航海を終え無事帰港できましたこと

おめでとうございます。本当にお疲れ様でした。ごゆっ

くりご静養ください。又、ご指導宜しくお願い致します。

・お二方の退会ということですが、渡辺さんは私の幹事

の時の会長で、細谷さんは私のスポンサーです。さみし

いかぎりです。

本日のニコニコのテーマ

「遠藤丸　２度目の帰港いたします。

　　１年間ありがとうございました。」　

星野祐治会員、出井宏樹会員、野澤隆幸会員

大谷　茂会員、坂東保則会員、内田省治会員

鈴木幹久会員、工藤和弘会員、中村眞治会員

須山文夫会員、伊藤佳子会員、秦　琢二会員

大﨑克之会員

１年間たくさんのにこにこご協力有難うございました。
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●会長・幹事　退任挨拶

幹事退任挨拶　　猪狩佳亮幹事　

本日をもって第４６代幹事を退任する猪狩です。１年間

ありがとうございました。

まず自分の率直な感想を申し上げます。１年間よく頑張

りました。本当によく頑張りました。自分のことながら、

偉いと思います。

しかし、残酷なことに、主観と客観は別物です。

冷静に振り返ると、会長、副会長はじめ理事役員の方、

会員の皆様に大変お世話になりました。先輩の皆様から

見れば、きわめて物足りない幹事だったことでしょう。

なんとか赤点は免れたでしょうか。まあ、大目に見てく

ださい。

３３歳も年の離れた私を幹事に選んでいただいた遠藤会

長の勇気、無謀な決断には改めて敬意、感謝の意を表し

ます。クラブ内外から無謀な人事と言われ続ける中、最

後まで守っていただきました。

また在任中、たくさんたくさん飲ませていただきました。

私が今後、仮に会長になることがあったとしても、こん

な気前よく奢ることは一切できません。本日をもって会

長幹事の関係は解消されることとなりますが、今後も遠

慮なく奢っていただきたいと思います。

会長指針の「クラブライフをエンジョイしよう」をいか

に実現するかが、幹事としてのテーマでした。皆さん１

年間いかがだったでしょうか。

達成感ある地区研修協議会がありました。ホーム川崎大

師平間寺にベンチの寄贈もしました。迫力ある職場訪問

に行きました。卓話も興味深いものが多かったのではな

いかと思います。水陸バスにも乗りました。移動例会や

ＦＳＭで語り合いました。毎週貼り出されるニコニコの

テーマも、クスっとひと笑いできる工夫が凝らされてい

ました。

出席率は例年とあまり変わらなかったけど、予算も厳し

かったけど、会員ひとりひとり皆さんの想いと力が集結

して、それなりにエンジョイしていただける年度だった

のではないかと思います。

幹事席から感じたことを最後に一言お話します。

遠藤年度中に令和の時代を迎えました。なのに、ウチの

クラブだけではないのでしょうが、全体的に昭和な感じ

がします。ペーパーレス時代に、ポスティングには毎週

大量の紙が入れられます。出欠表の回覧も紙で回ります。

先にお話した出席率が低いというのも、出席の定義づけ

を拡張することによって改善の余地があるのかもしれま

せん。４月の卓話にありましたが、もう５Ｇの時代です。

すっと肩の荷が下り、来週からは、ふつうの会員に戻り

ます。

牛山年度の最終例会以来、実に２年ぶりに、東門前では

なく川崎大師駅で電車を降り、事務局を経由することな

く、のんびり例会場へ向かいます。入会時の頃のように、

のんびり例会に参加し楽しみたいと思います。

次のことは、９月か１０月くらいになったら考えます、

たぶん。のんびりさせてください。その前に決算しなき

ゃいけません。事業報告もあります。期限までに出して

くださいね。

１年間ありがとうございました。

会長退任挨拶　遠藤悦弘会長

会員皆様の暖かい励ましとご協力により、又、猪狩幹事

の助けにより、何とか一年間無事に会長という重責を務

めさせて戴きましたことに感謝とお礼を申し上げます。

本当に有難うございました。

再度の会長指名が来るとは夢にも思わず受託はしてみた

ものの、大変なことになってしまったと思い悩んでおり

ましたが、そんな自分が今ではいい経験をさせて貰った

とむしろ感謝の気持ちすら湧いてくるような気分にさせ

てくれる程、恵まれた環境で過ごすことが出来ました。

それは何よりも仲間に救われた事だと思われます。

振り返ってみると、初めに地区補助金事業では一体何を

やればいいんだと皆目見当もつかないで、茫然としてい

るところに出井さん、昇二さんのアイデアで始まり、最

後は沼田さんがうまく収めて戴き何とか形にすることが

出来ました。

職場訪問も細谷さんの仕事関連で、JFEの溶鉱炉の感動

のシーンを見ることが出来ましたのも、ロータリーなら

ではの素晴らしい思い出とすることが出来ました。

又移動例会の３クラブ合同例会では、スナックのカラオ

ケ程度はやっておりましたが、人前で歌うことなど考え

もしなかったことを経験させて戴きました。
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年忘れ移動例会では、銀座で開催をしたことがなかった

ので一度銀座で開催をしてみたかったので、業界で時々

使っておりました東部銀座ホテルで開催をしようと思い

皆さんをお誘いしたわけですが、皆さんの感想は如何だ

ったでしょうか？　又自画自賛ではございますが、北村

姉妹による津軽三味線は迫力があってよかったのではな

いかなと思います。

一番印象が強いのは、何といっても宴会好きな私のこと

ですが、７月の暑気払いの食道園は私も始めて行ったの

ですが、まずまずで思っていたよりは良かったかなと思

われます。

又、職場訪問のアルバトロスもカラオケ大会の様相を呈

して良かったかなと思っております。創立記念例会の煌

蘭、花見例会の恵の本も大変盛り上がってとてもよかっ

たと思います。最後の年度末移動例会は、はじめての試

みとして水陸両用バスの「スカイダック」の乗船体験と

一泊移動例会をやめて田中家で懇親会をしたのは、私の

思い入れもあって本当に良かったと思います。

兎に角宴会はすべて楽しくとても良かったと思います。

内田親睦委員長には厚くお礼を申し上げたいと思います。

プログラムの磯田さんもがんばってくれたし、船山さん

のロータリーの精読も時々時間が無くなってしまい、迷

惑をかけましたが頑張って戴きました。

社会奉仕と国際奉仕は、特に今年度は事業を行わなかっ

たけれども、大崎さんには忙しい中を何事につけよく出

席をしてお手伝いをして戴きました。

青少年の布川さんには気の毒に思える程、ローターアク

トの面倒を見て戴きました。

又、エイジングの幹さんには後半は体の不調で動けなか

ったですが、前半には良く会合を開いて戴きました。

牛山さんにはファイヤーサイドミーティングも、シリー

ズのテーマを掲げてお願いをした３回の開催はできなか

ったのですが、充分に目的は達成されたのではないかと

思われます。その上次年度はガバナー補佐も引き受けて

戴き大師の面目を保って戴きました。

そのうえの上米山奨学生のカウンセラーも引き受けて戴

き頭の下がる思いです。本当に有難うございました。

又ゴルフ同好会も３回の開催をお願い致しましたが、３

回目は私のほうから中止をお願いして移動例会に変更を

してしまいましたが、沼田さんにはしっかりと２回の開

催をして戴きました。付録ですが、私の優勝という考え

られない出来事もありました。有難うございました。

それと、地区研修協議会では横山実行委員長に１年間頑

張って戴いて、無事に大成功で終了致しました。本当に

お世話になり有難うございました。

付録ですが、前回私が会長の時１８年前に同じ聖光学園

において船山さんのお父さんの船山実行委員長で地区研

修協議会を行っておりまして、大師クラブは２回地区研

修協議会のホストクラブをしているわけですが、その２

回とも私がホストクラブの会長を担当させて戴きました。

なんとも不思議なめぐりあわせの感じです。

また横山さんには、増強委員長もお願いをしておりまし

て、寺尾さんの逝去、大藪さん渡辺会員の退会で3名の

減少となりましたが、ここにきて細谷さんも退会される

ことになりましたが、大谷さんの入会により、結果マイ

ナス3名で年度末を迎えることになりました。横山さん

にはこれからも増強委員長頑張って戴きますが、今年度

はお世話になりました。

又、SAAの星野さんには、常に元気な声で例会をすすめ

て戴きスムーズな例会運営を出来たことにお礼を申し上

げます。

森田さんのソングリーダーは、ここのところ欠席勝ちで

すがご愛嬌で楽しかったです。

最後に猪狩幹事にお礼を申し上げたいと思います。目立

つことなく黒子に徹しながらしっかりと支えて戴き大過

なく過ごすことが出来たのは幹事によるところが大であ

ります。本当に有難うございました。

それと、鶴さんと昇二さんの副会長ありがとうございま

した。特に鶴さんには無理やりに副会長を押し付けてし

まいましたが、鶴さんのニコニコの報告はユーモラスで

皆さんの支持を戴き楽しい報告となりとても良かったと

思っております。

そして最後に、

会長スローガン・「クラブライフをエンジョイしよう」を
テーマに掲げ、そして、クラブ内融和を重点項目として

行きたい。

と目標を立てて運営をさせて戴きましたが、贔屓目かも

知れませんが、少しは進めることが出来たのではないか

と思っております。

特に年度末移動例会には、お客さんを含めてですが30名

という大変たくさんの会員さんに出席を戴き、大変盛大

に且つ、賑やかに開催できました事この上のない喜びに

感じております。本当に有難うございました。

　これで今年度最後となりましたが、改めて１年間皆さ

んには大変お世話になりました。楽しい体験をさせて戴

きました、本当に有難うございました。
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●閉会宣言並びに点鐘　遠藤悦弘会長

２０１９年６月２６日（水）　本日のお花

お　花：ひまわり（向日葵）

花言葉：「あなたを見つめる」 

原産地：北アメリカ

コロンブスの新大陸発見によってヨーロッパに伝えられ、

日本には中国を経て、江戸時代に渡来したとされている

日時：令和元年７月１０日㈬は

　　　通常例会です。

　　　「副会長・理事就任挨拶」です。

布川　浩／秦　琢ニ／船山　佳則／森田　尊久
クラブ
会　報
委員会


