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第2251回（本年度

第19回）例会

令和元年12月4日

－晴－

●司

会

星野祐治副会長

会長報告

●点

鐘

須山文夫会長

本日はクラブ協議会で、年次総会でもあります。最後ま
でお残りいただきますようお願い申し上げます。

●斉

唱

「国歌」
奉仕の理想

斉唱
斉唱

①12月1日RLIパート3に参加してきました。パート1、パ
ート2、パート3を受けてきましたのでバッチを頂きまし
た。今年度RLIをもう１クール行います。１日拘束され
大変だなという思いはあると思います。ただ座学できい
ているだけの会ではないので、他のクラブの皆さんと話
をすることが多いです。新しく知る内容がたくさんあり
ます。ぜひ参加いただきますようお願いします。

会員の入会祝い
林
鶴会員 1991年12月4日
布野真治会員 2001年12月5日
永松慎太郎会員2013年12月4日

②12月11日（水）は外部卓話です。職業奉仕をシンプル
に考えるということで2750地区の垣見さんがいらっしゃ
います。簡単にシンプルにお話を伺える良い機会かと思
いますので是非皆様出席をお願いします。

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

奥様誕生祝い
布野真治会員

須山文夫会長

（幹事報告）八尋匡彦幹事
来週の例会は、垣見さんというJXグループを統合し、か
なり大きなガソリンスタンドグループに１つでかなり影
響力のある方です。ぜひご参集ください。

奥様

奈巳様

川崎大師ロータリークラブ

12月13日
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①ポスティング（年次総会式次第・手続要覧・RYLAプロ
グラムの案内・ガバナー月信12月号・ロータリーの友12
月号）
②回覧（新年川崎大師さま御護摩の申込書・新春４クラ
ブ合同例会の出欠・1月4日献血活動出欠表・他クラブ例
会変更の案内）となります。
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布川二三夫会員
長期にわたり療養中の妻 布川良子は本年7月14日 80
才にて永眠致しました。生前中お世話になりました。皆
様方に深く感謝致します。
横山俊夫会員
先日の地区事業、旧東海道ウオーク＆美化清掃楽しかっ
たです。担当の鈴木昇二さんお疲れです。

③12月のロータリーレートは108円です。

出席報告

森田尊久会員
会員数

対象者 出

席 欠

席

出席率

2251回

４４

３８

２７

１１

71.50 ％

2249回

４４

３８

２２

１６

57.89 ％

前々回の修正 メークアップ 2 名 修正出席率
メイクアップ
林 鶴会員、磯田

須山文夫会長
①牛山さん連日色々ありがとうございます。感謝です。
②猪狩さん、いよいよですね。よろしくお願いします。

63.16 ％

稔会員

本日のニコニコのテーマ
「年末お忙しい中、例会出席ありがとうございます。
皆様どうぞよいお年をお迎えください。」
岩井茂次会員、中村眞治会員、遠藤悦弘会員
大﨑克之会員、星野祐治会員、水口 衛会員
伊藤佳子会員、内田省治会員、竹中裕彦会員
坂東保則会員、秦 琢二会員、鈴木昇二会員
牛山裕子会員、猪狩佳亮会員、船木幸雄会員
八尋匡彦会員、出井宏樹会員、布川 浩会員
工藤和弘会員
合計32,000円

委員会報告
●社会奉仕委員会 大﨑克之委員長
本年度も年始献血推進活動を行います。日程は新年１月
４日（土）ですが、時間は例年から30分早め、午前9時
30分からとなりました。これに伴い、集合も午前9時と
なります。献血いただいた方への進呈品は本日の理事会
で審議予定です。
スマイルレポート（ニコニコボックス）星野祐治副会長
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●年忘れ家族会委員会 岩井茂次委員長
12/18の家族会の準備が着々と進んでいます。楽しい会
を計画していますので、多くのご参加をお願い致します。

●雑誌広報委員会 工藤和弘委員長
ロータリーの友 パズルでロータリー（41P）
９月号の感想（53P） 横山俊夫会員の感想が掲載され
ています。
今月は疾病予防と治療月間となっています。
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第5回クラブ協議会「年次総会」
議長

須山文夫会長

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44名。
本日は27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。
１．次々年度会長及び次年度理事会メンバー選出
例会において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
横山指名委員長に発表をお願いします。

横山俊夫指名委員長
9月25日クラブ協議会において指名委員会を決議され翌
日第1回目を開催させて頂きました。

●閉会宣言並びに点鐘 須山文夫会長
ひき続き年次総会となります。これをもちまして
本日の例会を閉会いたします。

日

時：２０１９年１２月１８日㈬は
移動例会 「年忘れ家族会」です。
受付開始：１７：３０
点
鐘：１８：００
場
所：横浜ベイシェラトン
ホテル＆タワーズ ４階「清流」
横浜市西区北幸１－３－２３
クラブ
会 報
委員会

船山

佳則／布川

浩／秦

川崎大師ロータリークラブ

琢ニ
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2回目が10月30日、この間は大型の台風が関東に来たた
め予定していた委員会を延期させて頂いた関係で10月30
日となりました。第3回を11月13日、第4回を11月27日で
本日までに指名委員会を4回開催させて頂きました。委
員さんから活発な御意見が出て今後の川崎大師ロータリ
ークラブ、指名委員会のこの年度だけではなく将来的な
ものを踏まえながら皆さんと議論を重ねてまいりました。
その結果、次々年度の会長候補に伊藤佳子さん
次年度会長候補の猪狩さんから出てきました
次年度の役員候補者に
副 会 長 大﨑克之会員
幹
事 竹中裕彦会員
会
計 船山佳則会員
会場監督 横山俊夫会員
職業奉仕 鈴木昇二会員
青少年奉仕 星野祐治会員
でご提出がありました。指名委員会ではこれを承認させ
て頂きました。
本日クラブ協議会で皆様方にご提案を申し上げるしだい
です。よろしくお願いします。
議長 須山文夫会長
以上のようにご提案をさせていただきました。
会長ノミニーにつきましては３枚目のページに伊藤佳子
会員のロータリー歴を掲載させて頂いております。会員
の皆様のご承認をよろしくお願いします。
賛成の方は拍手お願いします。
全員拍手いただいたということで承認させていただきま
した。ありがとうございます。
横山指名委員長ありがとうございました。
会長ノミニーとなられました伊藤佳子会員の、こちらで
ご挨拶をお願い致します。

伊藤佳子会長ノミニー
今だにどうしようと考えてばかりいます。若くつくって
はいますが寄る年波にこのところで腰の手術が入りじっ
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と座っていられないのと、立ち居振る舞いがふらふらす
る私が会長ができるのか、牛山さんに女同士で頑張りま
しょうというので・・いまだにどうしようと思っていま
す。
牛山さんの素晴らしい行動力にはいつも負けてしまいま
す。まだお受けしていないうちからよそのクラブから頑
張れと連絡をいただき、今度は前市長さんが褒章をいた
だくご招待までいろいろなご招待をお受けしていて何故
かなと思っていたところ、会長の件かなと思っておりま
す。
いろいろご迷惑をかけますが今さら断ってもしょうがな
いので頑張ります。どうかよろしくお願いします。

議長 須山文夫会長
伊藤さん、よろしくお願いします。
ありがとうございました。

次年度三役の紹介
猪狩佳亮会長エレクト
次年度三役をご紹介させて頂きます。
会長エレクトは私です。
副会長を大﨑克之会員にお願いしております。
幹事は竹中裕彦会員です。
次年度三役を含め理事、メンバーの方には非常に快くお
引き受けいただきました。本当にありがとうございまし
た。侍ジャパンか、猪狩年度かというくらい最高のメン
バーにお引き受け頂いたかと思います。
準備が後手後手になり私が次年度やりたいなと思うこと
をまとめてから皆様にお願いをしようと思っていました
のでその準備が遅れています。竹中さんに幹事をお願い
したのが10月に入ってからでした。ほぼ10月から11月に
かけてお願いして本当に嫌な顔をせずお引き受けいただ
きました。竹中さんの方から違う意見が出てくるかも知
れません。先月のクラブ協議会でご承認いただきました
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通り私の年度から従来社会、職業、国際の奉仕委員長が
それぞれ理事会メンバーだったものを奉仕委員会という
1つの委員会にさせていただきました。先日もご説明い
ただきました通り社会、職業、国際奉仕がなくなるわけ
ではないんです。それぞれの奉仕委員長はすでに内諾を
頂いております。その統括を鈴木昇二委員長にお願いす
る事になります。親睦委員長を今回の細則改定で理事メ
ンバーでなくなったのですが大﨑副会長の管轄のもとで、
こちらもすでに内諾はいただいております。あと半年こ
れから一気に準備を進めて行きたいと思います。どうぞ
ご協力の程をよろしくお願いします。

大﨑克之次年度副会長
何もわからないことばかりで、お声がけ頂いた時には
本当に出来るのか、今も不安しかない状況ですがあと半
年間ありますので出来るだけ勉強して猪狩さんの足を引
っ張らないように頑張っていきたいと思いますので、何
卒あたたかい目でみて頂ければと思います。どうぞよろ
しくお願い致します。

竹中裕彦次年度幹事
お声がけ頂いたときに私も何もわからないので、私も
戦々恐々としてどうしようかとお断りしたのですが、こ
うなってしまいました。
会長、副会長が非常にお若いのでこの二人から背中が見
えなくならない程度の後ろをついていきながら黙ってい
る幹事を目指して1年間やっていきたいと思いますので
ご協力をお願い致します。
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須山文夫会長
猪狩エレクトありがとうございました。
続いてその他の項目になります。その他の中で今年の規
定審議会で定款の修正がされました。皆さんの手続き要
覧50頁の第7条会合 第2節の年次総会にも記載されてい
ます。RIで変えましたということです。RIの日本事務局
から12月中に報告をしてくださいという通達がきました。
第2節・・・読み上げ。
ですが前年度におきましては報告をさせていただいてお
りますのでできているものと割愛させて頂きます。12月
末で締めたものをみなさまにご報告する予定になってお
りますのでそちらは変わらず中間決算の報告という形で
報告させていただきますが本日この手続きに従い12月31
日までに何かを開催しなければいけないということで11
月末までの収支について幹事からご報告申し上げます。
八尋匡彦幹事
須山会長から話がありましたとおり、定款細則が変わり
ましたので内容に基づきましてただいま中間決算2019年
11月末日現在の中間決算について内容を申し上げます。
口頭で申し上げます。具体的には1月22日のクラブ協議
会で例年通り細かく発表させていただきます。
一般会計の部として合計額、当期収入の合計予算額は
14215000円、中間決算額は8258000円です。進捗率は58
％です。一般会計の支出の部、本年度予算額14215000円
に対して中間決算額は6684406円です。進捗率は47％で
す。収入は進捗が50％をこえているのに対して、支出は
50％未満でおさえられているということですので、しっ
かりと猪狩年度に引継ぎできるようにこのまま頑張って
まいりたいと思いますのでよろしくお願いします。
特別会計の部です。ニコニコに対しての概要を申し上げ
ます。11月末日現在、506278円、これに対してニコニコ
の支出は社会奉仕の部9100円が発生しています。差額と
して497178円です。
詳細については1月22日のクラブ協議会で発表致します
のでご参集お願いします。
ありがとうございます。

須山文夫会長
以上でロータリークラブ第7条会合の年次総会に関する
規定審議会の定款の変更に対する今年度の中間報告とさ
せていただきます。
今回の年次総会及びクラブ協議会の議題は以上となりま
すが皆様方からなにかございますでしょうか。
なければこれで会を終了したいと思います。
ありがとうございました。
理事メンバーの方はこのあと理事会がございますのでこ
のままお残りください。
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