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2019年度米山奨学生 修了書等授与

須山文夫会長

修了書等授与
曹実様

本日のゲスト紹介 須山文夫会長
信徒課 藤原様
１年間お世話になった御礼

入会予定者の紹介 須山文夫会長
奥山啓寛様（㈱オクト常務取締役）
北村太知様（㈱オクト建設事業本部一括事業部部長）

ご挨拶 曹実様
こんにちは、お久し振りです。皆さまとお会いできるこ
とが大変楽しみです。ロータリー奨学生の１年間、いろ
いろな会議、例会等に参加し皆さまに社会貢献すること、
自分の分野で活躍する姿をみて本当に感動しております。
私も社会に対して助ける人になりたいですがこれからも
頑張ります。今年の３月に卒業してから音楽教室で講師
になりました。でもコロナウイルスの影響でいままで仕
事は始まりませんでした。私だけではありません。人々
は自分の未来に不安を感じていると思います。こういう
大変な時期で人類は互いに信頼し、助け合うべきだと思
います。日本もほとんど落ち着きましたけれど皆さまも
十分にお気をつけ下さい。私が手伝えることがありまし
たらいつでもお声を掛けて下さい。またお会いするのを
楽しみにしております。１年間お世話になりました。ど
うもありがとうございました。
会長から曹さんへ花束贈呈
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牛山裕子様

１年間ガバナー補佐をつとめさせていただきました。あ
りがとうございました。曹さんは今ピアノの先生をして
らっしゃるのですが出張の講師もしてらっしゃるので、
ピアノのお勉強をなさりたいかたがいらっしゃいました
ら曹さんに紹介して下さい。よろしくお願いします。
ガバナー補佐として１年間つとめさせて頂きましたがこ
のクラブの事務局の竹下さんがいらっしゃらなかったら、
私は１年間つとめることができませんでした。この１年
間で実感したのは、八尋幹事、本当に頑張られていまし
た。今後入会年数の浅い方をおもてに出していく。内の
中の役員だけでなく、外にでていただき川崎大師ロータ
リークラブとしては会長も頑張って下さったけれど八尋
さんがいらっしゃらなかったら、２回会長幹事会の幹事
をつとめましたのでなかなか難しかったと思います。最
後は会長幹事会の引継ぎをこの部屋でやらせていただき
ました。こういう時期ですので、懇親会もできませんで
したがお大師様と、会長幹事の頑張りで皆すごく感謝し
ておりました。
ガバナー補佐会は１年間本当に楽しい会でした。経済的
にはどちらも同じですが、苦労はいたしました。地区大
会の際には２日間ガバナー補佐としてのプログラムをや
っていいよといっていただきましたが時節柄、ロータリ
ーというのはひじょうに経済的には楽ではございません。
講師さんにこれで交通費から何から入れてやってくださ
いというお願いをしてみたり、食事の手配もタイトにや
らせていただきましたが、その後はガバナーも幹事も含
めて常に皆で飲んでおもてに出ることも良いことだと思
いながらの１年間でした。１年間で気がついたのはロー
タリーはいくら話しても、机の上でいくら何かをやって
も奉仕活動にならないんです。奉仕活動をするのには現
場では女性の力が必要です。ロータリーをこれから維
持・発展させるためには女性の勧誘、皆さまのご家族の
理解がないと、特に米山奨学生のカウンセラー、交換学
生の問題はご家族、女性会員の理解がないとできないと
思います。表に出て、おもてからクラブを見させて頂い
た１年でした。お陰様で第１グループはガバナーが一番、
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一生懸命やっていたので増強、第１グループが一番成績
が良かったと思います。私の知っているところでは9名
増強になっています。１年間いろいろありがとうござい
ました。

会長報告

須山文夫会長

①地区からの連絡
2022-23年度ガバナーノミニーデジグネート 川崎南ロ
ータリークラブ 志村 雄治さんが確定し宣言されまし
た。当クラブが50周年の時のガバナーになる方です。い
ろいろ御縁があるのではないかと思います。
②地区大会決議12号 2020-21年度地区大会の開催日程
の変更についてご了承のお願いが来ています。
コロナウイルス蔓延の２波、３波影響を前もって鑑みて
2020年11月6日、7日で予定していた地区大会を2021年4
月10日に変更したい旨、お願いの文章がきました。
③牛山会員に米山カウンセラーの感謝状がきています。

④委嘱状贈呈
次年度青少年交換委員会
牛山裕子会員
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副委員長

布川浩会員
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幹事報告
①回覧

八尋匡彦幹事
他クラブ例会変更、他クラブ週報

②2019-20年度クラブ会長によるベネファクター
須山文夫会長

次年度ロータリー財団委員会

委員

竹中裕彦会員

出席報告

森田尊久会員
会員数

対象者 出

席 欠

席

2263回

４４

３９

２５

１４

64.10 ％

2261回

４３

３８

２６

１２

68.42 ％

前々回の修正 メークアップ 1 名 修正出席率
メイクアップ：林

誕生日記念品贈呈

出席率

71.05 ％

鶴会員

大﨑克之会員
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星野祐治副会長
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②ファイアーサイドミーテイングの先週及び昨日のクラ
ブ研修委員会、岩井委員長、牛山副委員長、リーダーの
皆さまご苦労様でした。
③本日をもちまして、１年間のスマイルリポートの報告
を終了致します。１年間お聞き苦しい声でのご静聴大変
有難う御座いました。
須山文夫会長
１年間ありがとうございました。

本日のニコニコのテーマ
「須山丸 無事帰港いたします。
１年間ありがとうございました。」

牛山裕子会員
須山会長、八尋幹事、役員、理事の皆様、１年間おつか
れ様でした。事務局の竹下美代子様お世話になりました。
ありがとうございます。
横山俊夫会員
岩井研修委員長、猪狩リーダー、昨日のFSM楽しかった
です。
小林勇次会員
１年間ご協力ありがとうございました。
大﨑克之会員
１年間本当におつかれさまでした。星野副会長様、最後
の涙のスマイルレポート楽しみにしています。

松井昭三会員、秦 琢二会員、鈴木幹久会員
出井宏樹会員、鈴木昇二会員、猪狩佳亮会員
布川 浩会員、水口 衛会員、野澤隆幸会員
竹中裕彦会員、伊藤佳子会
合計34,500円

委員会報告
●竹中裕彦次年度幹事
①例会場が金剛閣客殿に変更になります。
②お願い①本日例会終了後例会場の引っ越しお手伝いお
願いします
③6/26（金） 15時事務局にて、期首計画表の製本セッ
テイングをするのでお手伝いをお願いします

岩井茂次会員
①6/16 恵の本様、昨晩・浜寿司様で開催のファイアー
サイドにご参加の皆様お疲れ様でした。３か月ぶりの夜
間外出は楽しかったです。
②須山会長、八尋幹事、星野副会長、荒波の中１年間大
変大変お疲れ様でした。今後も引き続きロータリーライ
フを楽しんで、ご活躍ください。私も微力ながら須山年
度を盛り上げるために精一杯活動することが出来て、満
足しています。
星野副会長の名調子が聴けるのも今回が最終回で寂しい
な・・・。
川崎大師RC 星野祐治会員
①本日誕生日の方がいらっしゃいます。さらに還暦です。
お爺さんの仲間入りおめでとうございます。竹中さんの
事ですから、生まれ変わりのこの年、気持ちを新たに更
なる飛躍を目論んでいらっしゃる事と思います。新たな
竹中さんのご活躍を楽しみにしております。
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退任挨拶

八尋匡彦幹事

本日、ゲストで牛山ガバナー補佐、過分な御言葉を頂戴
しまして誠に有り難う御座いました。
ぜひ全面にとおっしゃって頂きましたが私はまだまだ未
熟者ですので細々と長く頑張っていければと思っている
次第です。
本日数分間お時間を頂戴しますが、今日が最後ではなく
うっかりこの場で余計なことを発言してしまいました。
今後のロータリー活動に影響があってはいけないもので
すから原稿を読みながら発表をお許し下さい。
本日は多くの来訪のゲストの方もいらっしゃっておりま
すので、原稿内容も当たり障りないものに替えさせて頂
きました。
幹事を担ってみて１年間振り返ってみてまず抱く感情と
いうのは、私としてはいがいに楽しかったということが
あげられます。入会して3年間経過したところでありま
すが、今迄私の人生生きてきてロータリークラブのよう
な素晴らしい団体に所属したことがなかったのでクラブ
がどういう仕組で運営されているのかがわからないまま
幹事を二つ返事で引き受けてしまったところであります。
そのため勉強しながら走り出しましたし、普段仕事をし
ながら幹事業務を担ってまいりましたので結果的に会長
はじめ周囲の方に多くのご迷惑とご心配をおかけしてし
まいました。
拙い動きをいたします私を大目に見てくださいましたこ
とを皆さまにこの場で心より感謝申し上げます。お陰様
でロータリーの全体像がわかるようになってまいりまし
た。本当にありがとうございます。いがいに楽しかった
と申し上げたものでやはり１年間ずっとたのしかったわ
けではないんです。やっぱり大変だったとおもうことも
たくさんありました。
私は、前職が銀行員ですがなんとなく銀行の中に戻った
ような妙な感覚を感じておりました。大勢の皆さまで難
しいルールの下色々な方のおもいを叶えていくというこ
川崎大師ロータリークラブ
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とがとても銀行チックだったんです。そんな日々が続き
ますと心と表情が一致しない日がしばらく続きました。
どなたから何かを言われたときに表情や態度では何を言
っているんですかとか、そうなんですねとニコニコしな
がらというリアクションをとっていたのですが心と表情
が一致しないわけですのでそういう態度をとっていたと
しても私が心で何を思っていたのかということについて
は、具体的にいつどんな話なのよと思われる方もいらっ
しゃるかもしれませんが仲見世通りできいて頂ければと
思います。
幹事というのは英語でsecretaryの単語を使います。語
源を調べてみますと秘密を守る人という意味合いの人で
すので幹事をやっていると何もかも話をしていいのかと
いうとそうではないもので、私がはたしてどんな一年間
でどんなことをしていたのかということは墓までもって
いこうと思っています。
楽しかったことは秦親睦委員長にお世話になりました、
移動例会これはもれなくすべて楽しませて頂きました。
暑気払い、３クラブ合同例会、年忘れ家族会、周年移動
例会などいろいろございました。岩井委員長のもと年忘
れ家族会では急遽ダンスを披露させていただきましたこ
とを今でもよく覚えています。気合を入れて一番いいネ
クタイをしたのですが汗だくになりました。すごく家族
会は楽しかったです。ブレイブサンダースを応援したこ
とも楽しかったです。当日たまたま川崎ロータリークラ
ブさんとかぶりましたがそういった偶然の出会いも楽し
かったですし、等々力アリーナは台風の後でめちゃくち
ゃなことになっていましたがその中でも無事開催出来た
ことは本当によかったなと思っています。
通常例会でいくと一番印象深かったのは２月のクラブフ
ォーラムという内容です。週報に残っていないのですが
あの会が３年間所属した中で一番楽しかったと思ってい
ます。幹事席を離れて一般の席からみられたことが楽し
かったです。皆さんと一緒に同じ方向を向いて３方がお
話をされているのはとても刺激的でありました。なかに
はドキドキの展開で楽しませて頂きました。そして勉強
にもなりました。どきどきの展開で一番楽しかったこと
といえば須山会長と御一緒させて頂いた１年間そのもの
です。本年度の会長テーマでありますロータリーは人生
道場、入りて学び出でて奉仕せよと本当に存分に勉強さ
せて頂きました。須山会長のロータリーに対する会場と
いう物をこの目でしかと勉強させて頂きました。凄い人
だと１年間思っていました。
お相撲さんの両国国技館で砂かぶり席があります。一番
前のセンターです。土俵際で座る席に私が座り、目の前
の土俵で体格の大きな方々がお二人でぶつかりあうと、
そんなことをずっと眺めているような素晴らしい１年間
で御座いました。ロータリアンの方々のロータリーへの
愛情というのは時々すごいことになるんだなあと思って
１年間みていたしだいです。私は第１グループで最年少
だと思うのですが、最年少の身としてやらなければなら
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ないことは経験した事にこれから何か、5年、10年、15
年と次の世代の方々に昔こんなことがあってねと名前を
ぼかしてこんなことがあったということを伝えていくの
も一つの役割でないかなと思っております。いただいた
こと全ての経験をもちまして今後の川崎大師ロータリー
に貢献出来るよう次年度以降も精進していこうと思って
おります。
最後になりましたが、皆さまには１年間いろいろお世話
になりましたこと重ねて御礼申し上げます。最後の方は
コロナ禍により例会が出来ず申し訳ございませんでした。
まだまだ未熟者ではあります。次年度以降も引き続きご
指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いします。

須山文夫会長
昨年の7月3日通算2233回の例会を皮切りに今日が2263回、
初年度を除いて過去47年の中で1番少ない、31回という
例会を行わせて頂きました。予定であれば42回、通常で
あれば45回くらいの例会が毎年ありますがその中でも断
然少ない31回という例会でした。このコロナの未曾有の
時代でロータリーの歴史の中でも初めてといえる事態で
はないでしょうか。3ヶ月間で11回の例会を取り消しさ
せて頂きました。この2020年、100年前はスペイン風邪
が流行ったことご存知かと思います。その頃日本のロー
タリーは東京ロータリーが出来上がったころです。東京
ロータリーが出来上がった頃というのでまだだれもいな
かったということで、こういった状況を経験した事がな
い時代であったことは間違いないと思います。そのよう
な時に会長をうけさせていただきました。感慨もひとし
おと、いうところです
私は皆さんにお詫びしなければいけないのは今年度年度
開始時から発言していた泥船発言です。私のおしりを叩
く上でいったのです。大師ロータリーは泥船ではござい
ません。ただ船長が頼りないということだけでした。当
初からびくともしない、先日テレビでやっていた商船三
井のトライアンフというコンテナ船、これに値するくら
いの盤石な船でございました。
今年は年度が始まって直ぐに台風15号と19号というとて
つもない被害の大きい台風が連続してまいりました。川
崎もこの辺り港町のあたりや中原などはひじょうに甚大
な災害にありました。私も千葉に姉がいますのでそこで
も被災していろいろバタバタしていました。大事にはい
たらなかったので問題ないですがそういった災害も年度
当初にありました。今度は12月を過ぎて１月、２月にな
ったらコロナ騒動、３月は例会を取り消しさせて頂きま
した。もうその頃から皆さんご記憶に新しい通り３，４，
５月、６月第一週と例会を取り消しさせて頂きました。
４月頃から星野副会長などと、何かロータリーとして出
来ないだろうかという声がいろいろなところから聞えて
きました。皆考えることは一緒なんだなと思いながらも、
世の中は動かないことが広めない事という考えもありな
6頁

かなか思うように皆さまのリクエストに応えることが出
来なかったと、そういった不満ももしかしたらあったか
と思います。活動をふりかえってみて結局何もしなかっ
たという印象が強いのかなという思いも、私自身はそう
ではないですが会員に皆さまに何か残ったかな？という
のがちょっと反省が今でもあります。
今年度は社会奉仕ということで表参道の清掃だとか地区
補助金をつかった南三陸の楽器の支援、心の復興プロジ
ェクトが私が幹事だった年度と岩井さんの年度と私が会
長の年度ということで３回目になります。総仕上げだと
思って取り組んできました。先ほども話をしたように台
風の影響、支援物資が調達できない、コロナによる移動
の自粛等で現地に赴くことが出来ず渡すことも出来ない。
結局は宅配便で渡すという形になりひじょうに口惜しい
思いをしました。そんな中でも殿町小学校との多摩川土
手清掃にはクラブの多くの方がみえられたのと同時に、
多くの殿町小の小学生と殿町小を卒業した大師中学の中
学生、地元の大人の人がたくさん参加してくださり賑や
かに大師橋から周年の移動例会をやりました。公園まで
歩いて行ったことができたのがひじょうに印象が強くて
やはり外に出ての奉仕というのは楽しいなと思いました。
社会奉仕委員長の竹中さんが校長先生と引き合わせて頂
いて実現しました。当日の打合せの際には安藤さんも立
ち会って頂き、このような良い奉仕ができたのは本当に
感謝します。ありがとうございました。
今日は来ていないのですが磯田さんに国際奉仕をお願い
しました。本当であれば台北西門、漢城に周年行事があ
るので旗振り役でお願いしますよと、韓国と漢城といっ
たら磯田さんしかいないですよと、俺は何も知らないよ
というのですが、これは本当に磯田さんにやってもらい
たかった国際奉仕委員長だったんですがとうとうコロナ
で海外なんてとんでもない状況になってしまいました。
結局は何も行く事ができなかったのがひじょうに残念で
した。そんな中でもまた昨今の日韓の政治状況の悪化と
いうのが少しありまして、私は日韓の政治の悪化とロー
タリーの、我々の漢城のクラブの方との友情というのは
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別物だと思っています。漢城のかたはいい方がたくさん
いますのでその中の友情というのは政治では片付けられ
ないことですので、こういう関係が悪い中磯田さんに行
っても大丈夫かなと何度も相談させて頂きましたが、結
局はコロナでいけないというオチになってしまいました。
ひじょうに残念でした。
職業奉仕委員会、職業訪問というのは今迄どこかの工場
とか会社さんに行っていたのですが今回は岩井さんの協
力もあり等々力アリーナに行かせていただきました。裏
の部分と試合観戦、そこでお弁当を食べてという形にな
っていますが、バスケットの観戦とかというのは初めて
やったんじゃないかなと思います。お陰様で私以外のう
ちの家族、ブレイブサンダースのファンになってしまい
まして私を差し置いて何度も等々力に試合を観にいくよ
うになってしまいました。良いことだと思います。あり
がとうございました。
青少年奉仕はいつもであればインターアクトクラブとロ
ーターアクトクラブの小委員会を設置するのですが、今
回はすべてというより青少年奉仕＝ローターアクトで布
川青少年委員長をお願いしてしまいました。かつてはロ
ーターアクト委員という形で青少年とかかわらせていた
だいたこともありましたので本来であれば全員がロータ
ーアクトにかかわってくれと前にいわせていただきまし
た。それを承知している中、なかなかローターアクトの
例会に参加することが叶わず布川委員長を初めとして一
部の皆さまにご負担をかけてしまったことを本当にお詫
び申し上げます。それとともにありがとうございました。
若い力というのはすごいものでコロナ騒動の中でZOOMを
使ってローターアクトの例会をやってなかなかローター
アクトがZOOMの、若いからこそできる、ルールというか
それがフレキシブルに変ええられるというところもあり
ますが、そういうことをやってのけるというのはやはり
若い力なのかなということをまざまざと見させていただ
きました。
親睦の秦さんに今年度移動例会、熱い中しゃぶ善をセッ
トしていただいて、わたしがしゃぶ善にしようといった
気がしますが、本当にそのしゃぶ善は何もコロナだとか
台風だとかがおこる前の話で何も考えず楽しくできた会
だと思います。３クラブ合同も幹事が北村姉妹をよぶの
に楽しそうにやっているのがひじょうに、苦労もしたと
思います、本当にありがたかったです。家族会、先週秦
親睦委員長もいっていましたがあと一人来たら大赤字と
いう、もともとはもっとコンパクトにこぢんまりと行い
たいと計画を立てました。そうしたらあるパスト会長か
らそんなことをしているとどんどんどんどん会が縮小し
てしまい皆いなくなっちゃうよという貴重な御言葉をい
ただきました。本当にそれをやって正解でした。そこで
縮小してやってしまったらこのころな禍のなか何もお花
見例会や本来だったら10日に一拍移動例会があったわけ
なのですがそういったものも全くできなくなってしまい
ました。本当につまらない１年になるところでしたが、
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そこで少し盛り上げられたのが本当に良かったかなと思
います。秦さん、岩井さんありがとうございました。
本来ならいつも理事だけの人をいいますが私は今年先ほ
どどうしても御礼を言わなければいけないのは横山増強
委員長です。２年続けて増強委員長をやってくださいと、
２年続けないとだめなんだとお願いしました。さっき八
尋幹事もいっていましたがクラブフォーラムの時には失
言とでもいうような増強なくてもいいんだと、横山さん
からすれば何を言っているんだという思いがあったかも
しれません。その続くもの、そういう思いがあり丁寧に
増強しましょう、お願いしますということで２年間いろ
いろなことを、結果が今回青山さんが入会していただき
ました。退会防止という点ではなかなか退会が多かった
のですが、私はそれでまた来年に続いて何名かの方が入
会できたというのはやはり横山さんがこれだけ尽力いた
だいて、結果は須山年度には出なかったかもしれません
が猪狩年度にバトンを渡して入会という形で、何人かの
方がそういった形で入会されるということは私は間違っ
てなかったと、私がではなく、やっぱりゆっくりやって
増強する、丁寧に増強してその方にずっと残っていただ
く、そこが一番大事だという思いがありました。横山さ
んもそれに本当に応えて頂きました。クラブフォーラム
の時は私もいろいろなことを好き勝手いってしまいまし
たが、やはりそれに応えて下さりこれだけ一生懸命やっ
ていただいた横山増強委員長には本当に御礼を言いたい
です。ありがとうございました。
小林SAAは毎週お弁当を選定してくれて、お弁当の選定
だけがSAAの仕事じゃなく毎週月曜日に例会の流れをお
くっていただけることや、今日のような例会運営をスム
ーズにしてくれるようにやってくれたのは小林さんのお
かげだと思います。ありがとうございました。
星野副会長、年度の一番最後に石渡利さんがやめるとい
って大変な年度初めになってその後体調の悪化により利
さんが例会にでられなくなってしまいましたが本当は２
人でやらなければいけないところを一人で全部やってい
ただいて本当にありがとうございました。
八尋幹事ですが、八尋幹事がいなかったらこの年度はも
ちませんでした。私も異例中の異例なのですが地区の副
委員長という役を仰せつかり、そちらの役が何年も前に
決まっておりお断りするのも少し、ということで２つや
らせていただくという形になってしまいました。中のこ
と、対外的な交渉など大変たけており、私は一番苦手な
部類ですがそれを一手に引き受けてくれた、いろいろ思
う所はあるとおもいますが本当に八尋幹事に救われた面
が１年間ありました。ほんとうにありがとうございまし
た。
また会員の皆さんも、例会に来てくれて頑張れよと、や
っているかといっていただけることが本当にありがたく
て何とか１年間、頼りない会長でしたがつとめあげるこ
とができました。このコロナの影響で今月10日に例会が
再開したときに、本当に来るのかな、どれだけ来るのか
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なということを思いふたを開けたらいつもと同じ出席率、
ひじょうにほっとしました。今日もほぼほぼお弁当の数
と同じ数の人が来ていただき本当に良かったと思います。
この年度はメンバーだけでなく会員の皆さま全員に大師
ロータリーを支えていただいた、私が自分を鼓舞するた
めに泥船ということばをずっといっていましたが、泥船
で出発して屋形船で戻ってこられたらといってはいまし
たが、元々が頑丈な世界最大級のコンテナ船にも匹敵す
るような盤石な船であったことは間違いないと思います。
その発言に関しては本当に申し訳ございませんでした。
私の掲げた今年度のスローガン、結局一番勉強させても
らったのは私です。１年間本当に有り難う御座いました。

●閉会宣言並びに点鐘

須山文夫会長

日時：令和２年７月８日㈬は
2020-21年度第２回 通算２２６５回
◇第１回クラブ協議会
副会長・主要奉仕委員長就任挨拶
収支予算
クラブ
会 報
委員会
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