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●司 会              横山 俊夫 SAA 

●開会宣言並びに点鐘       猪狩 佳亮 会長 

●斉 唱  ＜君が代＞＜手に手つないで＞ 

      ♪須山 文夫 ソングリーダー 

●小泉 敏和 様 入会式    猪狩 佳亮 会長 

・紹介          松井 昭三 会員 

小泉歯科医院 医院長 職業分類：歯科医 再入会 

1955 年 10 月生まれ。ご家族は奥様とお嬢様 2 人。 

・猪狩 佳亮 会長よりバッジとネームプレートの授与 

・歓迎の言葉           猪狩 佳亮 会長 

・ご挨拶 

 

｢3 年ほどロータリーを抜けておりましたが、出井さ

んと松井さんの紹介で出戻りですが、再入会させて頂

きました。右も左もわかりませんが(笑）、ご指導、ご

鞭撻の程宜しくお願い致します。｣ 

●入会祝い        八尋 匡彦 親睦活動委員長 

林 鶴   会員 1991.12.04 

布野 真治 会員 2001.12.05 

●奥様の誕生祝い    八尋 匡彦 親睦活動委員長 

布野会員 奥様 奈巳様  石渡会員 奥様 公代様 

早坂会員 奥様 文子様 

●会員の誕生祝い    八尋 匡彦 親睦活動委員長 

 

中村 眞治 会員 久保 博和 会員 岩井 茂次 会員 

沼田 直輝 会員 内田 省治 会員 磯田 稔 会員 

●会長報告            猪狩 佳亮 会長 

① １月７日に予定されておりました｢４クラブ新春

合同例会｣は中止のお知らせとなりました。１月６日

(水)は会場の関係で例会を開催しない見込みですが、

定款細則との関係もあり、本日の理事会にて決定後、

正式にアナウンスさせて頂きます。 

② ｢ポール・ハリス・ソサエティへの入会のお願い｣

が届きました。現在、牛山さんがポールハリス・ソサ

エティ会員でいらっしゃいます。例会場へ貼り出しし

ておきます。入会ご希望の方はお知らせください。 

③ ZOOM インストールについて 

 

第４８期 

会 長 猪狩  佳亮 

副会長 大﨑 克之  

幹 事 竹中 裕彦 

ＳＡＡ 横山 俊夫 

 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～ 

例会場：大本山川崎大師平間寺 金剛閣 客殿 

http://www.kawasakidaishi-rc.com/  

daisi-rc.1973 @ air.ocn.ne.jp 

 

 

 

第２２８２回（本年度 第１９回） 例会   ２０２０年１２月２日 －曇り－ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1592016726/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuZDI3NDAub3JnLzIwMTMtMjAxNC9yaS9yb3RhcnlfbWFyay5odG1s/RS=%5eADBrITOxtIUE9X2p3PgfXLIEbF7gwc-;_ylt=A2RCCzHV7eJeHj8AMA0dOfx7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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ＷＥＢの世界へ飛び込もう例会第 2 回を行うとお伝え

しておりましたが、先日の例会での皆さんの対応状況

を見て、2 回目は行わないこととしました。 

 今後のサポート体制について 

 ・パソコンのインストール方法：動画を作成しまし

たので配信します 

 ・スマホのインストール方法：例会の前後に八尋親

睦委員長へお声掛け頂ければ、サポートします。  

●幹事報告            竹中 裕彦 幹事 

① 12 月のロータリーレート＠105 円、11 月比 1 円円

安です。 

② 12 月と年初 1 月の例会確認です。 

12/9 客殿での通常例会で新会員の方のイニシエーシ

ョンスピーチ 

12/16 年忘れ移動例会 食道園で 18 時点鐘 

12/23、30 は定款細則に基づき休会 

1/4 大師駅前での日本赤十字との献血活動です 

   会員とＲＡの参加については 12/20 頃判断した

いと思います。 

1/7 の新春４クラブ合同例会は中止 

客殿での例会は、1/13 スタートとなります。お護摩の

方は 11 時 00 分信徒会館集合 

③ ロータリーの友とガバナー月信の配布をさせて頂

きましたのでご一読下さい。 

④ 本日例会終了後 第 6 回定例理事会をここで開催

致します。理事・役員さんはご出席をお願い致します。 

●出席報告         中村 眞治 出席委員長 

メークアップ  林 鶴・秦 琢二  各会員 

●スマイルリポート     星野 祐治 直前副会長 

牛山 裕子 会員 

伊藤佳子会長エレクト、気楽に会長をお務め下さい。

川崎大師ＲＣは皆で協力します。 

中村 眞治 会員 

 
炭谷先生 ナイスプレゼンス有難うございます。 

竹中 裕彦 幹事 

①小泉さん、お帰りなさい。進化した大人のロータリ

アンとして、一緒に楽しみましょう！ 

②3 月までは仕事をしてた記憶があるのですが、4 月

以降訳のわからないまま 12 月になってしまいまし

た。こんなんでいいのかな…？ 

③ユタ州、ドイツに続き大師公園にモノリスが現れな

いかな… 

猪狩 佳亮 会長 

①小泉さん、再入会おめでとうございます。１からス

タートのつもりで、ロータリーライフをお楽しみく

ださい。 

②鈴木昇二指名委員長、お役目大変お疲れ様でした。  

委員長のご人徳のおかげで、クラブにとって良い指

名ができたと思います。渾身の発表を楽しみにして

おります。 

 

本日のニコニコテーマ 

『クラブの近未来を決める年次総会 

どうぞ最後までご出席下さい。』 

 遠藤 悦弘 鈴木 幹久 横山 俊夫 鈴木 昇二 

 伊藤 佳子 須山 文夫 出井 宏樹 内田 省治 

坂東 保則 松井 昭三 星野 祐治 布川 浩 

 青山 正彦 石渡 勝朗 舞川 扇彩 小泉 敏和 

                                        各会員 

●委員会報告 

⦿青少年奉仕委員会       星野 祐治 委員長 

 ローターアクト例会に多数の皆様に出席頂きありが

とうございました。さらなる皆様の出席もお待ちして

 会員数 対象者 出席 欠席 出席率 

2280 回 47 45 27 18 60.00% 

2278 回 47 44 21 23 47.73% 

前々回の修正メークアップ 9 名・修正出席率 68.18% 
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おります。さて、サクラプロジェクトをご存知ですか？

ローターアクト会員のサントス君、ケルビン君が主導

してネパール大地震で崩壊した体育館を個人の力で再

建しようとしています。ぜひロータリアンの皆様のお

力を頂きたいと思います。 

⦿社会奉仕委員会           布川 浩 委員長 

1月 4日(月)9:30～ 京急川崎大師駅前にて日本赤十

字社と献血活動を行います。午前の部、午後の部どち

らでも構いませんので是非ご参加ください。なおコロ

ナの感染状況によっては会員の現地対応を行わない場

合がありますのでご注意ください。現地対応の可否は

12 月 20 日頃皆様にご報告させて頂きます。 

 

 

～～～ 2020-21 年度 年次総会 ～～～ 

 

猪狩 佳亮 会長より出席者 27 名で細則第 4 条第 3

節(a)項に基づき総会成立の確認後、議案の提案があり

ました。 

 

１．次々年度会長及び次年度理事会メンバーの選出に

ついて 

 

(1) 指名委員会の設置経過について           

8 月 26 日第 3 回クラブ協議会において、細則第１条

第 1 節(a)、(b)項に基づき指名委員会(鈴木 昇二 委

員長)に一任した旨説明がありました。 

 

(2) 指名委員会による発表と経緯について    

鈴木 昇二 指名委員長より次の推薦を頂きました。 

 
・次々年度会長候補(会長ノミニー) 炭谷 博功 会員 

・次年度理事・役員候補 

副 会 長      牛山 裕子 会員 

幹    事      布川 浩  会員 

会    計      大﨑 克之 会員 

会場監督      岩井 茂次 会員 

奉仕委員長     鈴木 昇二 会員 

青少年奉仕委員長  八尋 匡彦 会員 

 

(3) 会員承認                  

猪狩会長より細則第 1 条第 1 節(c)項に基づき承認

を問われ、満場一致で承認しました。 

 

(4) 炭谷 博功 会長ノミニー挨拶 

 

｢アメリカ大統領が史上最高齢 78 歳でなったわけで、

私はそれ以上の年齢で 2 年後なので痴呆症になるんじ

ゃないかなと心配もしますが、会員増強も、皆さん辞

めないで下さいね(笑)。一生懸命頑張りますので、宜

しくお願い致します。｣ 

 

(5) 次年度三役紹介             

伊藤 佳子 会長エレクトより挨拶と副会長・幹事を
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紹介頂きました。 

 
｢若い布川君と先輩の牛山さんにおんぶしてもらって、

皆さんのお世話になりつつ頑張ってゆきますので宜し

くお願い致します｡｣ 

◎牛山 裕子 次年度副会長 挨拶 

 
｢いよいよ当クラブの象徴だと私が思っている伊藤佳

子さんが、会長をやる番が回って来ました。副会長と

してクラブ奉仕を一生懸命させて頂き、増強もやりま

すが、皆さん辞めないで下さいね、研修もしっかりや

って楽しいロータリークラブで、次の年度に繋げたい

と思います。1 年間宜しくお願い致します。｣ 

◎布川 浩 次年度幹事 挨拶 

 

｢ロータリーに入って来年度で 5 年目ですが、まさか

こんなに早く幹事をやるとは思ってませんでした。あ

と 10 年位先かなと油断してました。突然、連絡を頂い

た時には迷いましたが、チャレンジしてみることにし

ました。経験、知識不足でたぶん失敗すると思います

が、その時には寛大な暖かい眼でご対応頂ければと思

います。1 年間頑張りますので宜しくお願い致しま

す｡｣ 

 

２．現年度の収入と支出を含む中間報告について 

竹中 裕彦 幹事より資料に基づき 11 月末時点の収

支報告がありました。 

(特別会計 ニコニコ収入進捗率欄 49.6％へ修正) 

●閉会宣言並びに点鐘       猪狩 佳亮 会長 

 

 
 

●12 月 9 日例会のお花 

 
ポインセチア 

メキシコ及び中央アメリカ原産。主として温室内で栽

培している。色づいている花のように見えるが、実は

苞の変化したもので真の花はその上方に咲く。 

花言葉：祝福する 

 

●2020 年 12 月 16 日(水)は年忘れ移動例会です 

18 時点鐘 食道園 ～新会員を囲んで～ 

クラブ会報委員会 横山 俊夫 青山 正彦 竹中 裕彦 
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