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第 1881回（本年度 第 16回） 例会 平成 23年 10月 26日  晴れ  

 

●司会            白石 浩司 ＳＡＡ 

●点鐘              増田 昌美 会長 

●斉唱                      奉仕の理想 

       ♪ソングリーダー 石川 庸 

 

本日の卓話者紹介        増田 昌美 会長  
第 2590地区第 1グループガバナー補佐 神戸 博 様  
  

ゲストの紹介          増田 昌美 会長 

地区新世代奉仕委員長        樋口 明 様 

 

ロータリー財団寄付表彰       神戸 博 様 

ベネファクター         増田 昌美 会長 

                武者 惠吾 幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長報告            増田 昌美 会長 

１．２００８－０９年 大藪年度から始まりました新ポ

リオプラス「ロータリーの２億ドルのチャレンジ」

の最後の寄付２，０００ドルを昨日振込しました。 

川崎大師ＲＣとして４年間で総額 ６，０００ドル

です。 

２．入会３年未満のロータリアンのためのロータリー情

報セミナーが開催されますので、出席対象者は出来

るだけ参加をお願いします。 

  日時：１１月１４日（月）１５：００～１７：００ 

   場所：メモワールプラザ ソシア２１ 

３．クラブ協議会終了後 会長、副会長、幹事と宮山会

員の５名で佐沼ＲＣへ行って来ます。本日の夜は懇

談会を行い、明日 单三陸町を訪問し、その後佐沼

ＲＣの例会に参加してきます。 
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第３９期 

会 長 増田 昌美 

副会長 竹中 裕彦 

    村石 庄作 

幹 事 武者 惠吾 

ＳＡＡ 白石 浩司 

 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０～ 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館 

事務局：〒210-0812 神奈川県川崎市川崎区東門前 1-15-10 カーサ石井 1F 

 
Tel.044-277-7569  Fax.044-288-8550 
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http://kawasakidaishi-rc.com/


川崎大師ロータリークラブ 週報 第 1６号          ２０１１年 １1月 5日 発行   2頁 

 

 

Reach Within to Embrace Humanity こころの中を見つめよう 博愛を広げるために 2011-12年度 第 2590地区 

  

幹事報告            武者 惠吾 幹事 

１．本日は第４回クラブ協議会で、神戸ガバナー補佐を

お迎えしての協議会です、皆さん宜しくお願いしま

す。 

２．１１月の例会日と内容、それと例会変更の案内をポ

ストに入れさせて頂きましたのでお目通しをお願

いします。 

３．先週、布野眞治会員への寄せ書きを回覧させていた

だき、多くの会員の励ましのお言葉をいただきまし

たが、書きもれの方がいらっしゃいましたら記入を

お願いします、後日 布野会員にお届けします。 

４．本日も回覧ボードを回させていただいておりますが、

３ＲＣ合同親睦夜間例会は本日が締め切りですの

で、記入をお願いします。 

５．１１月４日(金)、５日(土)はいよいよ地区大会です

ので皆さん宜しくお願いします。 

  移動例会は１１月５日(土) １２：３０から４階エ

レベーターホール前で行います。 

  必ず受付の事務局へ寄ってください。 

６．地区に申請していたＲ財団地区補助金が昨日振込ま

れましたので報告させていただきます。金額は１８

７，０００円です。清水会員、事業を宜しくお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告          船木 幸雄 出席委員長 

会員数 対象者 出席 欠席 出席率

1881 回 59 50 35 15 70.00 ％

1879 回 60 49 32 17 65.31 ％

7 修正出席率79.59 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　
 

メークアップ          

渡辺 冨士夫・竹田 正和・須山 文夫・小林 勇次 

坂東 保則・須釜 賢治・船木 幸雄    各会員 

                 

 

スマイルレポート(ニコニコボックス) 

村石 庄作 副会長 

川崎幸ＲＣ            神戸  博 様 

川崎大師ロータリークラブ、増田会長はじめ、会員の皆

様、こんにちは。第一グループガバナー補佐の神戸です。

本日は、例会と、本日ご予定のクラブ協議会に参加致し

たく、ご訪問しました。どうぞ、宜しくお願い申し上げ

ます。 

地区新世代奉仕委員長       樋口  明 様 

貴クラブにおかれましては、インター、ローター両クラ

ブをご提唱いただき大変お世話になっております。また、

地区には、武者インターアクト副委員長、飯塚ローター

アクト委員、須山ＲＹＬＡ委員にお世話になっておりま

す。本日はどうぞ宜しくお願い致します。 

宮山 光男 会員 

神戸ガバナー補佐をお迎えして 

中村 眞治 会員 

先日の神奈川野球大会ご支援いただきまして感謝申し

上げます。 

細谷 重徳 会員 

最近 欠席が多くてすみません。神戸ガバナー補佐、よ

うこそおいで下さいました。 

船木 幸雄 会員 

妻の誕生日にお花、ありがとうございます。 
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水口  衛 会員 

１．神戸ガバナー補佐、本日は宜しくお願いします。 

２．草野球同好会の皆様、お疲れ様でした。１１月の大

会は宜しくお願いします。 

小林 勇次 会員 

妻にすてきな花をありがとうございました。本日、所用

により早退します。 

竹中 裕彦 会員 

１．草野球報告、２１日の神奈川大会は、残念ながら準

優勝でした。選抜大会は頑張るぞ！ 

２．神戸ガバナー補佐、本日は宜しくお願い申し上げま

す。 

布川二三夫 会員 

過日 カテーテルの手術を無事済ませました。当分病み

上がりなので、おてやわらかに。 

増田 昌美 会員 

神戸ガバナー補佐、ようこそ。地区新世代奉仕 樋口委

員長ようこそ。 

本日例会終了後に宮城県佐沼へ訪問に行ってきます。 

本日のニコニコのテーマ 

「神戸ガバナー補佐 ようこそ川崎大師ＲＣへ！」 

♪横山俊夫♪岩井茂次♪谷澤幹男♪白石浩司 

♪牛山裕子♪船山昭三♪鈴木昇二♪武者惠吾 

♪島岡榮基♪安藤賢一♪鈴木幹久♪石渡勝朗 

♪中村眞治♪村石庄作♪石渡利治♪鈴木節夫 

♪伊藤佳子         各 会員 73000円 

 

委員会報告  

野球同好会            岩崎 寛 主将 

先週は多額の寄付をいただき、ありがとうございました。 

部員一同になりかわり、あらためてお礼を述べさせてい

ただきます。ありがとうございました。21 日の金曜日

に 9 人で厚木のＲＣ野球大会に参加してまいりました

のでご報告させていただきます。1回戦は厚木中ＲＣに

６－３で勝ちましたが、2回戦の川崎中原ＲＣに３－１

０で敗れ準優勝でした。たびたびで心苦しいのですが、

11月 11日からの全国大会にご援助をいただきたく、募

金箱を廻させていただきます。 

       

卓話者紹介           増田昌美会長 

           

略歴 

職業  株式会社東ラン 代表取締役 

ＲＣ歴 1990年 11月 16日 川崎幸ＲＣ 入会 

    1995～1996年度 クラブ幹事 

    2003～2004年度 クラブ会長 

    2004～2005年度 地区社会奉仕委員 

    ベネファクター  

ＭＰＨＦ  

米山功労者 

 

ボランティア活動 ＮＰＯ法人フォーラム幸理事長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話「里親制度について」 

第 2590地区第１グループガバナー補佐 神戸 博 様 

2週間後のガバナー公式訪問に先立ち、クラブ協議会 

に出席させていただきました。本日は里親制度につい 

てお話させていただきます。川崎市はこの里親制度を

30 年行ってまいりましたが、まだ縁組は 100 組にも満

ちません。2010 年度には児童虐待の件数が過去最多と

なりました。児童虐待には、①身体的虐待 ②性的虐待 

③ネグレクト ④心理的虐待 があります。その原因と

しては、親のストレス、子育ての悩み、孤立等とても悲
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惨なものがあり、どの家庭でも可能性があります。様々

な理由で親が養育できない子供たちがおり、児童相談所

に寄せられる相談件数は昨年度神奈川県で 2470件あり

過去最多でした。保護者と生活できない子供達が増え、 

この子供達は社会的養護（里親）か施設養護にて養育さ

れます。 

ここで里親制度について説明させていただきます。里親

とは、様々な事情で家庭で暮らせなくなった子供達を、

自分の家庭に迎え入れて養育する人のことを言います。

その種類として、養育里親、専門里親、親族里親、養子

縁組里親があります。私は、現在中二と 19 歳の子を預

かっています。19 歳の子は、制度的には終了しており

ますが専門学校の費用を出しております。23年前には、 

離婚して生活能力の無い父親に暴力を振るわれていた

姉妹を預かりました。その後、姉は看護短大から看護師

となり、医師と結婚し現在は二児の母親となりました。

妹は鶴見大学を卒業しサークル活動で知り合った人と

結婚、現在は夫婦で私の会社に勤務しております。全国

には、あなたを必要としている子供が大勢います。 

 

 

第 4 回クラブ協議会 

 

今期の活動計画の発表       各委員会委員長 

会長指針             増田昌美 会長 

米山奨学事業委員会計画     

ローターアクト委員会計画    牛山裕子 委員長 

幹事計画             武者惠吾 幹事 

会場監督計画          白石浩司 ＳＡＡ 

会計計画            

ロータリー財団委員会計画    矢野清久 委員長 

クラブ管理運営委員会計画    竹中裕彦 副会長 

村石庄作 副会長 

出席委員会計画         船木幸雄 委員長 

会員増強委員会計画       中村眞治 委員長 

会員選考委員会計画       竹中裕彦 副会長 

職業分類委員会計画      渡辺冨士夫 委員長 

ロータリー情報委員会計画    細谷重徳 委員長 

規定委員会計画         村石庄作 副会長 

クラブ活動・ＩＴ委員会計画   岩崎 寛 委員長 

親睦活動委員会計画       

フォローアップ委員会計画  

同好会委員会計画        岩井茂次 委員長 

エイジングプログラム委員会計画  宮山光男 委員長 

年忘れ家族会委員会計画    

創立記念例会委員会計画     須山文夫 委員長 

職業奉仕委員会計画       

職業情報委員会計画       鈴木幹久 委員長 

職業指導委員会計画       石渡勝朗 委員長 

社会奉仕委員会計画  

人間尊重委員会計画 

地域発展・環境保全委員会計画 

協同奉仕委員会計画       清水宏明 委員長 

新世代奉仕委員会計画      水口 衛 委員長 

インターアクト委員会計画    須山文夫 委員長 

 

ガバナー補佐総括講評        神戸 博 様 

川崎大師ＲＣは、年に 7回、協議会の予定がありとても

活発な運営をなさっていらっしゃいます。なかには、年

に 1回のクラブもあります。各委員会の活動内容のきめ

細かさは川崎大師が一番です。この計画の内容に沿って

実施していただきたく思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会１１月９日（水） 

ガバナー公式訪問 

第 2590地区ガバナー 

上澤摩壽雄様 

 

：クラブ会報委員会： 

岩崎寛／川又竜志郎／久保博和／沼田直輝 


