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第2590地区第一グループ

2019-20年度 国際ロータリー第2590地区

ガバナー補佐
牛山裕子様

やっとホームグラウンドに戻ってこられた感じがしてお
りますが、お客様方にはお暑い中お出でいただいたのに
会場が皆様の例会場に比べて狭いものですからびっしり
と、なおさら暑いのかもしれないです。
いつもこのような場所で例会をしておりますので今後ま
たお出で下さいますようお願いします。
年度初めですので１つだけ皆様にお願いをしておきま
す。第１グループはガバナーを輩出しております。
マリーンRCですが今年度１年間皆様にお手伝いいただか
ないとまわっていかなくなる恐れもありますのでどうぞ
皆様、特に川崎大師RCの皆様ご協力くださいますようお
願いします。
近々クラブ協議会に出席させて頂きますのでそこでとい
うことでよろしくお願いします。ありがとうございまし
た。

これからも手を携えて協力し合いながらロータリークラ
ブをお互いに盛り上げていきたいとおもっておりますの
でよろしくお願い申し上げます。ありがとうございまし
た。

米山奨学生へ奨学金の贈呈
ガバナー補佐より曹実さんへ

近隣クラブ代表挨拶
川崎南ＲＣ会長 北條裕明様
須山会長を中心として三役の皆様、会員の皆様の今期１
年の益々のご発展、ご活躍をご祈念申し上げたいと思い
ます。今日はその門出にうかがいました。私共の例会が
昨日でした。少し気は楽になったのですがこれからも交
流を深めさせて頂きたいと思います。私がご挨拶をさせ
て頂くのは川崎南ロータリークラブがスポンサークラブ
ということでご紹介頂きましたが、個人的にも川崎大師
で親しくさせて頂く方が多くいらっしゃいます。野澤先
生をはじめとして多くの方にお世話になってきています
ので大変親しみを感じているところです。またこれもご
縁だと思うのですが私の幹事を勤めてもらいます鈴木さ
んはこちらの鈴木さんの弟でございますし、昨年前期の
布川会長のお父様と弟さんがご在籍ということをきいて
おりますので大変近く感じるところでございます。
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挨拶

米山奨学生

曹実さん

皆様、こんにちは。
７月には学校でいろいろな試験があります。毎日１２時
間以上練習することが大変でしたが、私はずっと学生に
なりたいと思っていたので。私は日本語とピアノがまだ
下手ですが昨日より今日良くなったという目標を持って
頑張ります。最近はあつくなったので十分お気をつけ下
さい。ありがとうございました。

来訪ロータリアンの紹介
新川崎RC 櫻井規雄様

秦

琢二親睦委員長
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感謝状および記念品の贈呈 須山文夫会長
遠藤悦弘直前会長、林 鶴前副会長、鈴木昇二前副会長、
猪狩佳亮前幹事

幹事報告

2019-20年度 国際ロータリー第2590地区
八尋匡彦幹事

①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。
②７月のロータリーレート
須山年度スタートを祝して

乾杯

１ドル108円です

遠藤悦弘直前会長

須山丸の出航、無事の航海を祈念致しまして
よろしくご唱和ください。

③配布物 （2018-19年度地区大会の記録、ガバナー月
信７月号、2018-19年度の臨時理事会議事録、本年度の
会員証）
④ロータリー財団ハンドブック受付に置いてあります。
一人１冊ずつお持ち帰りください。

出席報告

伊藤佳子出席副委員長
会員数

対象者 出

席 欠

席

出席率

2233回

４４

３９

２８

１１

71.79 ％

2231回

４６

４０

２６

１４

65.00 ％

前々回の修正 メークアップ 1 名 修正出席率

67.50 ％

メイクアップ
林 鶴会員

会長報告

須山文夫会長

①地区大会実行委員会 7月9日 桜木町駅前ぴおシティ
にて開催。牛山さん、竹中さん、鈴木昇二さん、私が出
席予定です
地区大会は10/25-26近隣クラブの皆さまも、第１グルー
プはコホストクラブになっています。大変かとは思いま
すが出席をよろしくお願いします。
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スマイルレポート（ニコニコボックス）石渡利治副会長
一年間よろしくお願いします。
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川崎中央ＲＣ会長 石川三枝子様
幹事 山口幸太様
新年度表敬訪問に参りました。須山会長、石渡・星野両
副会長、八尋幹事はじめ川崎大師ロータリークラブの皆
さまのご発展を心より祈念申し上げます。一年間よろし
くお願い申し上げます。

新川崎ＲＣ会長 沼田光義様
幹事 山下恭一様
表敬訪問にお伺い致しました。貴クラブのご発展と新執
行部のご活躍をご祈念申上げます。
新川崎RC 櫻井規雄様
皆様今日は、本日メークアップにお伺いしました。

2590地区第１グループガバナー補佐
牛山裕子殿（川崎大師RC）
１．須山年度のスタートおめでとうございます。
２．第１グループ各クラブの会長・幹事様方、ようこそ
おいで下さいました。本日はダブルヘッダーですね。
３．米山奨学生 曹さん 大学院でのテスト頑張って下
さい。

川崎ＲＣ会長 守屋勇志様
幹事 鈴木康伸様
いよいよ須山丸の新たな船出、誠におめでとうございま
す。貴クラブのますますのご発展を心より祈念申し上げ
ます。
会長 須山文夫様
副会長 星野祐治様
副会長 石渡利治様
幹事 八尋匡彦様
会員の皆さま一年間宜しくお願いいたします。

川崎南ＲＣ会長 北條裕明様
幹事 鈴木雄三様
須山会長、八尋幹事を中心に、貴ロータリークラブの
益々のご発展をお祈り申し上げます。

川崎幸ＲＣ会長 野本 忠様
幹事 岸 政幸様
大師ロータリークラブの皆様、新しい船出を心よりお慶
び申し上げます。須山会長様、星野副会長、石渡副会長、
そして八尋幹事様の基、素晴らしい航海をお楽しみくだ
さい。そしてガバナー補佐の牛山様には、改めましての
御指導・御鞭撻を深ーく願っております。一年間宜しく
お願い申し上げます。
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宮山光男会員
１．須山年度のスタートを祝して
２．6月26日、比叡山延暦寺会館におきまして大僧正の
親授式（辞令伝達式）にいってまいりました。受者36名
中、当日の出席者の中で、大僧正の最上位という事で、
受者代表として、天台座主猊下に謝辞を述べる大役を仰
せつかり、無事に天候にも恵まれ、執行出来ました。大
師ロータリークラブの皆様の御支援の賜物と感謝致しま
す。有りがとうございました。
伊藤佳子会員
先日、横浜歴史博物館へ行ってきました。大変感激しま
した。本を購入しましたので事務局にあります。
遠藤悦弘会員
１．須山丸の出航を祝して
２．女房に誕生祝いのきれいな花をありがとうございま
す。まだつぼみもたくさんついており、当分楽しめそう
です。女房も大変喜んでおりました。ありがとうござい
ました。
鈴木昇二会員
１．須山丸の出航を祝って、一年宜しく。
２．船木さん、ゴミ処分ありがとうございます。事務局
も久々にスッキリしました。
小林勇次会員
会場監督の小林です。１年間宜しくお願い致します。
須山文夫会長
近隣クラブ会長幹事の皆さんようこそお越し下さいまし
た。
会員の皆さま「須山丸」が豪華客船になるか泥船になる
かはわかりません。ご協力お願いします。
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本日のニコニコのテーマ
「須山丸の出航を祝して。」
横山俊夫会員、秦 琢二会員、水口 衛会員
岩井茂次会員、鈴木幹久会員、松井昭三会員
布川 浩会員、石渡利治会員、星野祐治会員
野澤隆幸会員、坂東保則会員、工藤和弘会員
中村眞治会員、猪狩佳亮会員、出井宏樹会員
内田省治会員、磯田 稔会員
合計96,000円

委員会報告
●青少年奉仕委員会 布川 浩委員長
川崎大師ローターアクト例会のお知らせです。
１．7/20（土）川崎大師境内にて献血活動を行います。
今年度最初の例会です。詳しい案内は本日発信されます。
２．7/28（日）に地区行事として全クラブ合同例会が開
催されます。今年度は場所が川崎のサンピアンで行いま
す。近くでやりますので皆様是非応援をお願いします。
登録料は４５００円です。
●直前幹事 猪狩佳亮会員
１．活動報告書 7/24 〆切
２．6/26事務局片付け完了。
船木会員にご好意で溶解、廃棄処分をして頂きました。

就任挨拶
八尋匡彦幹事就任挨拶
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ロータリーの入会がちょうど牛山年度の時2016年11月に
入会させて頂きました。本日7月時点で2年8ヶ月目です。
2年8ヶ月目で幹事という大役を仰せつかり昨年度の6月
くらいからだんだん眠れなくなってきております。今は
頑張って立っているところです。この時間に関して自分
なりに考えてみることがありました。私は仕事柄よそ様
の赤ちゃんにお会いする機会が何度かあり、赤ちゃんで
例えると2年8ヶ月というのは聞くところによると返事を
し始めたりとか、はいはいから立ち上がって歩きまわっ
たりとか自我が芽生え始めるタイミングといわれている
そうなんです。私は入会し2年8ヶ月経ってみて自我が目
ざめたかというと決して芽生えておりません。やっとは
いはいが出来るようになってきたかなという状況です。
会長から仰せつかることをはいはいと精一杯頑張ってお
こたえできるようになっているという状態です。年齢も
37です。人としてもロータリアンとしてもまだまだ未熟
ではございますが精一杯成長できるように頑張って行き
たいと思います。
須山年度のテーマは「ロータリーは人生道場 ～入りて
学び 出でて奉仕せよ～」です。このテーマを考えるに
あたり２つ宣誓をさせていただいて、会員の皆さんにお
願いをさせていただきたいと思います。
１．ロータリーは競い合う場ではないことは重々承知し
ていますが、そうはいってもせっかく幹事という大役を
仰せつかっておりますので誰よりも率先して色々なこと
を学べるように精一杯動いていきたいと思います。
２．個人的なことなのですが、だいぶ太ってしまいまし
た。幹事を一生懸命仕事と平行してさせていただくこと
によってやせていきたいと思っております。先日川崎南
ＲＣにお邪魔したときに鈴木幹事からのとても印象的な
一言を覚えております。「登壇するときには前ボタンを
締めて発表しましょう」とそうだよと思うことがひとつ
ありました。今前ボタンをしめて話をしていますがなか
なかお腹がつかえて大変です。スマートな幹事になるよ
う頑張りたいと思います。
最後にお願いがございます。いかんせん未熟者です。ど
うか温かい目で見守っていただければと思います。不躾
な時間帯にロータリーのことでお電話することもあるか
もしれません。どうか温かい気持ちで電話にでていただ
ければと思います。本年度１年間宜しくお願いします。

須山文夫会長就任挨拶

2019-20年度の幹事を仰せつかりました八尋匡彦です。
ご挨拶をさせていただく機会をいただきましたので少し
自分のことを話をさせていただきたいと思います。
川崎大師ロータリークラブ

2019-20年度川崎大師RC会長を務めさせて戴きます須山
です。今期47期目となります、私47歳です。同じ学年で
す。大師RC自体は昭和48年2月24日に生まれました。私
は47年5月に生まれました。
大師クラブは早生まれではございますが、同じ学年でご
ざいます。毎年同じだけ年を重ねていくので50でも49で
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も同じ事を言うのですが47、7という数字がラッキーセ
ブン、私は5月7日で7がつづいてちょっとラッキーな感
じがしますので、そんなことを皆さん覚えて頂ければと
思います。
前年度、遠藤会長、林副会長、鈴木昇二副会長、猪狩幹
事におかれましては「クラブライフをエンジョイしよ
う」をテーマにクラブライフを楽しく運営していただき
ありがとうございました。最後の移動例会、田中家さん
で移動例会をさせていただいたことがまさにクラブライ
フをエンジョイしようといった集大成ではなかろうかと。
移動例会で30名を超えるということはここ近年なかった
のですがそれだけの人、お客様を含めても３０名以上の
方がお越しいただいたということがクラブライフをエン
ジョイしよう、クラブを楽しもうという集大成であって
遠藤会長のいつもの笑顔でいっていたのがどんどん私に
プレッシャーになり、こんなに立派なクラブ、ちゃんと
方針を立てて実行できるかなと恐れ入っていたところで
ございます。
１年間クラブライフを楽しく過ごさせていただいたこと感
謝申し上げます。本年度ではクラブ協議会で少しご説明し
まして八尋幹事からも少しございました。今私の中ではロ
ータリーは人生道場～入りて学び出でて奉仕せよ～をスロ
ーガンとしてクラブを運営していきたいと思います。
ロータリーを楽しむことは親睦第１です。その中でロー
タリーの真髄である奉仕に前年度は楽しみました。これ
でみんながこれからロータリーを私も含めてみんなで学
んでくださいということではなく、クラブ協議会で話を
させていただきましたが私がロータリーに入った頃に他
クラブの先輩が私に教えてくれた言葉でロータリーは人
生道場だよと、奉仕の原石も磨かなければ光らないよと、
ロータリーの例会に入ってここは道場だから君自身を切
磋琢磨しなさいと言われました。安藤年度に入会しまし
たので、なんだかんだ他クラブの人と交流がありそうい
うことをやっていたらそういう先輩に会いこの13年間そ
ういう気持ちでロータリーの中では人生の道場、鍛える
場所なんだなということでずっと過ごさせていただきま
した。よく言われるロータリアンは断らない、という話
がありますがやはり断らないが原則ではなく、そこを自
分を切磋琢磨するために断らないで大変なことでもやっ
ていこうという気持ちがありますので何かにつけて、あ
れやって、これやってといわれるとわかりましたと２つ
返事ではないもののお受けしてきたつもりではあります。
本年度そういう意味でまたロータリーで切磋琢磨して私
もこの中で、１年間会長という立場でリーダーシップを
発揮しなければいけないのかもしれませんが私も勉強さ
せて頂く一年とさせていただきたいと思います。また入
りて学び、出でて奉仕せよこれはロータリーの中で良く
聞く言葉です。例会場の中に入ったときには学び、ここ
から出たら社会に奉仕しなさいという言葉と私は理解し
ております。横浜西RCさんの例会に同じ曜日なのでなか
なか行く事はないのですが行った時に看板が掲げてあり
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ました。入りて学び出でて奉仕せよと書いてありそれが
ずいぶん前にそういう言葉を教えて頂いてそれからいろ
いろ学んでここ１年半、２年くらいの間に会長をやって
欲しいという声があり１度は断りさせていただいた経緯
はありますが、当時の指名委員長の方にお願いされその
方にははい、わかりましたと引き受けさせて頂いた時か
ら私はこのテーマ、先輩から頂いた言葉’人生道場～入
りて学び 出でて奉仕せよ～’これは私のロータリーラ
イフのテーマでづっと掲げていることであり、それをク
ラブのテーマとさせて頂きたいと思いこのように書かせ
て頂きました。まだまだ47歳の若輩者ですが、40代の会
長というのはまだ２人しか出ていないというのは会員の
皆さんは何回も聞いていると思いますが、ぜひ１年間一
緒に勉強しながら、ロータリーライフを楽しみながら、
勉強していきたいと思います。
今年１年我々の奉仕としては 米山奨学生の曹実さん私、
先ほど紹介を忘れてしまいました。大変失礼し申訳ござ
いませんでした。曹実さんは昭和音楽大学でピアノの専
攻をされておられます。川崎南RCさんでやはり昭和音大
で声楽を専攻されている方が米山ですよね。ですのでこ
ういったものも音楽のご縁かなと思いました。またいろ
いろご相談をさせていただければと思います。
奉仕で今年度新しいことを１つだけ始めさせて頂きたい
と思います。大師ゴミ拾いウォークといって仲見世通り
を一部会員の中から仲見世にゴミはないじゃないかと言
われましたが過去にお大師様のもとで活動をさせてもら
っているのだから、大師にご奉仕をお返しするのが本筋
なのではないか。南三陸も大事だけれどもお大師様が基
本なのではないかという会員の声を聞き今年から仲見世
のことをやらせていただきたいと思いますので是非よろ
しくお願いします。

●閉会宣言並びに点鐘

クラブ
会 報
委員会

須山文夫会長

日時：２０１９年７月１７日㈬は
通常例会です。
「第1回クラブ協議会」です。
船山

佳則／布川

浩／秦

琢ニ

川崎大師ロータリークラブ

