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須山文夫会長

先日第１グループの会長・幹事会が行われました。牛山
ガバナー補佐もいらっしゃりましたがその節に轟ガバナ
ーおよび鈴木地区幹事にもお越しいただきました。非常
に和気あいあいとした会長幹事会だったのではないでし
ょうか。

曹実さん
①配布物があります。「ロータリー米山記念奨学事業
2019-20年度版 豆辞典」が配布されています。米山事
業が何かご存知の方ばかりでしょうが、新入会員の方も
いらっしゃいますので少しだけ説明をします。３Ｐを開
いて下さい。
ロータリー米山記念奨学事業とありますが、米山梅吉さ
んが立ち上げたものではございません。
・米山記念奨学事業とは？
・なぜ、外国人留学生を支援するのか？

ご挨拶

米山奨学生

曹実さん

こんにちは。奨学金をいただきありがとうございました。
8月26日にイタリアへ10日間研修に行きました。
学校にはイタリアに研究所があります。その研究所は
1500年前の貴族のものだったのですが、今海外研修を受
け入れる場所として感心させられる研修所です。そこで
5日間実地のレッスンを受けてコンサートを行いました。
その後ミラノとベネチアに行きました。ベネチアの劇場
で蝶々夫人のオペラも見ました。日本人の蝶々夫人の運
命と愛情は、運命を決めつけられました。今年はベート
ーベンの生誕250年ですから、それを記念するコンサー
トがたくさんあります。皆様、時間がありましたら聴き
に来て下さい。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
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②地区戦略委員会、金子パストガバナーから１ヶ月くら
い前になるとおもうのですが、「国際ロータリー2590地
区ロータリー青少年プログラム休止について 貴クラブ
における情報提供のお願い」ということで、青少年交換
のKNOW-HOWを教えてくださいという手紙がきました。
１ヶ月前の話をなぜ今するのかというと私が止めており
ました。
どういう意図でこれが送られてきたのかがわからなくて、
いろいろ調べました。
金子ガバナーから今年度休止するにあたって、このまま
だと本当になくなってしまうよという趣旨の話をききま
した。それに対して意見を述べる機会を与えるというこ
とでこういうのを送ってきたというのが最近になってわ
かりましたので、これを皆さんにメール配信させていた
だきます。今迄ホストファミリーや今迄受け入れた子に
ついてちょっとした御意見、良いこと悪いこと全てを書
いていただければ助かります。
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八尋匡彦幹事
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出席報告

沼田直輝出席委員長
会員数

対象者 出

席 欠

席

出席率

2243回

４４

３７

２４

１３

64.86 ％

2241回

４４

３７

２５

１２

67.57 ％

前々回の修正 メークアップ 1 名 修正出席率

70.27 ％

メイクアップ
林 鶴会員

①配布物
ロータリー米山記念奨学事業の豆辞典
②回覧物
米山記念奨学会の2018年決算報告
他クラブ例会変更
職場訪問移動例会 出欠
九州北部豪雨の被災地支援（１人500円以上）
③事務局から案内
10月1日㈫15:00～17:30迄、竹下さんが不在になります。
赤い羽根募金、安藤さんのセブンイレブン近くのマルエ
ツ前のところで募金活動を行っています。お近くに寄ら
れた方はご協力下さい。

スマイルレポート（ニコニコボックス）星野祐治副会長

④9/8 RLIパートⅠに須山会長が参加し、修了いたしま
した。修了書をお預かりしております。
RLIを修了されている牛山さんよりお渡しいただければ
と思います。よろしくお願いします。

野澤隆幸会員
きょう午後、寺に用事がありますので例会早退します。
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宮山光男会員
夫婦共々、誕生祝ありがとうございました。23日で70才
に成りました。
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本日のニコニコのテーマ
「季節の変わり目ですが、
お風邪などひかれませぬよう
気を付けてお過ごしください。」

本日例会終了後、第2回会員増強委員会を例会場にて開
催致します。
関係各位よろしくお願いします。

鈴木昇二会員、秦 琢二会員、星野祐治会員
中村眞治会員、布川 浩会員、猪狩佳亮会員
工藤和弘会員、竹中裕彦会員、沼田直輝会員
須山文夫会長、内田省治会員、八尋匡彦会員
岩井茂次会員
合計24,000円

●同好会委員会

中村眞治委員長

委員会報告
●青少年奉仕委員会

布川

浩委員長

10月9日㈬当日はクラブ休会の日
厚木で神奈川県RC野球連盟主催の大会に当2590地区から
横浜緑RCと合同チームを結成し参加致します。

●閉会宣言並びに点鐘

須山文夫会長

川崎大師RAC例会のご案内です。
10/1㈫ 19：30～
東門前の事務局で行います。内容は地区ローターアクト
公式訪問です。当クラブ会長須山さんの卓話となります。
登録しめ切りは9/30です。是非是非ご参加下さい。

●会員増強委員会

横山俊夫委員長

日時：２０１９年１０月２日㈬は
通常例会です。
「ロータリの友精読」
日時：２０１９年１０月９日㈬は

休会 です
クラブ
会 報
委員会

川崎大師ロータリークラブ

（定款細則に基づく休会・祝日週）
船山

佳則／布川

浩／秦

琢ニ
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第４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」
議長

須山文夫会長

クラブ細則より
第1条
①第1節
(a)会長は会員に対して、役員を選挙する会合すなわち
12月の第１例会に開催される年次総会の2ヶ月以上前の
例会において、次に掲げる役員・理事を指名することを
求めなければならない。
役員 次々年度 会長 １名
次年度
副会長 ２名
幹事・会計・会場監督 各1名
理事 ５名
(b)指名方法は、出席全会員の選挙又は指名委員会のい
ずれか一方又は双方による。
(c)指名委員会の場合は、過半数の投票を獲得すること
により当選する。
(d)選挙された次々年度会長は、会長ノミニーとなるも
のとし、その選挙の後の次の7月1日に始まる年度に、会
長エレクトの役職にて理事会のメンバーを務め、理事会
メンバーを務めた年度直後の7月１日に会長に就任する
ものとする。
指名委員会によるか、選挙によるか、両方によってやる
かということをお諮りしたいと思います。

中村会員：
毎年指名委員会が苦労しているので今回は選挙というこ
とではいかがでしょうか
須山会長：
中村会員の御意見から選挙による方法とご意見がありま
した。一度自薦を募るいうことでよろしいでしょうか。
鈴木昇二会員：
指名委員会で選出していただけるか選挙ということなの
ですが、選挙というのはある意味公平性もあり指名委員
会がここ数年大変苦労をしているからそういう形も検討
してはどうだろうか？ということなのですがそれをやる
とまた指名委員会に戻ってくるので時間だけがかかって
しまい、最終的に指名委員会に戻ってきたときに指名委
員会が時間がなくなって困ってしまいます。立候補され
る方がいらっしゃる雰囲気であれば、そのように進んで
いってもいいのですが、そうであれば指名委員会で私や
りたいんですといえばそこで決まりますので２重手間は
やめて指名委員会に一任でいいかなと思います。
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須山会長：
今、鈴木昇二さんから意見が出まして、指名委員会を立
ち上げて、立候補をしたい人も指名委員長にお声掛けを
いただいてその中から検討するという方法でよろしいの
ではないでしょうかという御意見が出ました。私もそれ
がいいのではと思いますが、その方法でご賛同される方
拍手を頂ければと思います。
－－

拍手多数

－－

須山会長：
拍手多数により指名委員会を立ち上げさせていただいて
次々年度の会長の選出をお願いします。
第5節
指名委員会は、会長、幹事、会長エレクトおよび直前よ
り順次６名の元会長を含む9名によって構成され、委員
長は委員の中で、会長就任年次の最も古い委員が当たる
ものとする。ただし、幹事及び会長エレクトは議決権を
有しない。よって、議決権を有するものは７名である。
指名委員会

指名委員

指名委員長

遠藤悦弘会員
岩井茂次会員
牛山裕子会員
竹中裕彦会員
鈴木昇二会員
横山俊夫会員

須山文夫、八尋匡彦、猪狩会長エレクトの９名でいかが
でしょうか？
－－

拍手多数

－－

挨拶 指名委員長 横山俊夫会員
先ほど中村会員からも、ここ数年指名委員会の委員長さ
ん含めて委員の方が大変苦労をされていると。その結果
が、退会までいたったという経緯は皆さんご存知かと思
いますが今44名という会員の中で猪狩エレクトの次の方
を選任するということで大変重要な役割の指名委員会の
委員長をお引き受け致しました。今日、この場で決まっ
て9名のメンバーでこれから次に向かってどのようにや
っていこうかという話をしたいと思っていますが、先ほ
ど立候補する雰囲気がないよということがございますが、
それぞれ心に秘めたこのクラブに対する思いは皆さんお
持ちだと思っています。この44名になったこのクラブを
リードしていっていただきたい。そして１人ではないの
で、残りの43名も一緒に歩んで行くのでオレだけかよと
思わないでいただきたいと思います。これからどういう
方法で進めていくかは指名委員会で話をさせていただき
ますが、きちんとした形で皆さんにご報告ができるよう
に進めていきたいと思っております。なぜかというと目
の前に50周年が迫ってきたいます。いつの年度も通過点
ではございますが50というと半世紀、大きな節目の年で
もありますし、その節目を迎えるにあたっては会長一人
だけではどうすることも出来ません。その辺をお一人お
一人がきちんとした理解ができるように指名委員会で進
めてきたいと思っていますのでどうぞよろしくお願いし
ます。ありがとうございました。
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