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●司会            須山 文夫 副ＳＡＡ 

●点鐘              増田 昌美 会長 

●斉唱    「君が代」「奉仕の理想」 

        

 

乾杯               増田 昌美 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話者紹介            増田 昌美 会長 

読売巨人軍一軍バッテリーコーチ   秦 真司 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲストの紹介          増田 昌美 会長 

米山奨学生             林  薇 様 

奨学金の授与          増田 昌美 会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来訪ロータリアンの紹介  岩井 茂次 親睦委員長 

マンタＲＣ            井上 順八 様 

川崎ＲＣ             高橋 賢二 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１８９０回（本年度 第２５回） 例会 平成２４年 １月１８日  晴れ 

 

 

川川川崎崎崎大大大師師師ロロローーータタタリリリーーークククラララブブブ週週週報報報      
 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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１月入会祝・奥様誕生祝・会員誕生祝 

            岩井 茂次 親睦委員長 

入会祝 

・荒金 眞弘 会員    １９９４年０１月１２日 

・大藪 善一 会員    ２０００年０１月１２日 

・清水 宏明 会員    ２００２年０１月３０日 

・中川 文則 会員    ２００４年０１月２８日 

 

奥様誕生祝 

・島岡 栄基 会員  奥様  克子 様 

・荒金 眞弘 会員  奥様  法子 様 

・白石 浩司 会員  奥様  教子 様 

・仲川 文則 会員  奥様  正子 様 

・岩井 茂次 会員  お母様 キヨ子様 

・御手洗征郎 会員  奥様  暁美 様 

・谷澤 幹男 会員  奥様  晴美 様 

 

会員誕生祝 

・須藤 宏  会員 

・倉成 保巳 会員 

・岩崎 寛  会員 

・尾崎 昭元 会員  

・谷澤 幹男 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長報告            増田 昌美 会長 

１．ガバナー事務所より 2010－11年度東日本大震災被

災地への義援金による「ロータリー希望の風奨学

金」プログラム発足・開始の報告が届いております

ので回覧させていただきます。 

２．以前にもご案内させていただきましたが、ガバナー

事務所より 2012 年 5 月 6 日（日)～９日（水）に

開催される「2012 年国際ロータリー年次大会への

お誘い」が届いております。 

案内を回覧しますので、参加希望の方は事務局まで

連絡をお願いします。 

３．ガバナー・マンスリーレターと２月２２日（水）に

開催されるＩＭの案内をポストに入れてあります

ので宜しくお願いします。 

 

 

幹事報告            武者 惠吾 幹事   

１．１２月２１日（水）年忘れ家族会の受付けのテーブ

ルにマフラーをお忘れの方がいます。心当たりの方

は連絡を下さい。 

２．横浜赤十字血液センター様から１月４日に行なった

献血活動のお礼状が届いております、当日参加の皆

様ありがとうございました。 

３．先日、親睦活動委員会から創立 39 周年記念例会の

案内をさせて頂きました、できるだけ多くの会員の

参加を期待しております。 

４．昨年１２月２４日～２８日で行われましたＩＡＣ海

外研修に参加してきました。 

  その時に交換したプーケットクラブのバナーを回

覧しますので宜しくお願いします。 

５．川崎とどろきＲＣ 創立１５周年記念誌が届いてお

ります、ご覧になりたい方は事務局で保管しており

ますので宜しくお願いします。 
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出席報告           船木 幸雄 委員長 

 

会員数 対象者 出席 欠席

1890 回 59 51 33 18 64.71 ％

1888 回 59 59 59 0 100.00 ％

0 修正出席率 100.00 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

通算 出席率

 

 

 

 

１２月度出席順位 

２３３％ 牛山 裕子 

２００％ 武者 惠吾 

１６７％ 増田 昌美、鈴木 昇二、石渡 勝朗 

１３３％ 野沢 隆幸、安藤 賢一、竹中 裕彦、 

竹田 正和、横山 俊夫、石川 庸、 

渡辺 冨士夫、伊藤 佳子、小林 勇次 

                     各会員 

ホームクラブ１００％ 

布川 二三夫、船山 昭三、遠藤 悦弘、宮山 光男 

安藤 賢一、竹中 裕彦、増田 昌美、横山 俊夫、 

石川 庸、渡辺 冨士夫、白石 浩司、矢野 清久、 

岩井 茂次、鈴木 昇二、伊藤 佳子、石渡 勝朗、 

小林 勇次、牛山 裕子、船木 幸雄、谷澤 幹男、    

各会員   20名 

   

 

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ＲＣ             高橋 賢二 様 

今年も時々お世話になると思いますので、よろしくお願

いします。 

エクアドル マンタＲＣ      井上 順八 様 

お世話になっております。 今年もよろしくお願い致し

ます。 

御手洗 征郎 会員 

新年明けましておめでとうございます。 

家内の誕生日に美しいお花を頂戴し、誠にありがとうご

ざいました。 

今年もよろしくお願い申し上げます。 

須山 文夫 会員 

１．家族会ではテレビを 2台も戴きありがとうございま

した。 我が家の地デジ化が完了しました。 

２．昨年１２月２２日に帝国データバンクの冊子に当社

の記事が掲載されました。 良い宣伝になるといいので

すが。 

大藪 善一 会員 

多くの方々より年賀状をいただきありがとうございま

した。 

遠藤 悦弘 会員 

あけましておめでとうございます。 本年もよろしくお

願いします。 

鈴木 昇二 会員 

細谷ＰＰ、渡辺ＰＰ、先日は大変ご馳走になりました。 

又、ご指導宜しくお願いいたします。 

布川 二三夫 会員 

新年あけましておめでとうございます。 

安藤 賢一 会員 

謹賀新年 

船山 昭三 会員 

新年おめでとうございます。 

野沢 隆幸 会員 

マンタロータリークラブ井上さん、ようこそお出てくだ

さいました。 

武者 惠吾 会員 

今年もよろしくお願いします。 

増田 昌美 会員 

１．清水さん先日は大変お世話になりました。 

２．秦様 本日は卓話宜しくお願いします。 

本日のニコニコのテーマ 

「秦さん、本日は卓話を楽しみにしています。」 

♪鈴木節夫♪鈴木幹久♪小林勇次♪岩井茂次 
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♪谷澤幹男♪石渡勝朗♪渡辺冨士夫♪石渡利治 

♪村石庄作♪中村眞治♪水口 衛♪牛山裕子 

♪嶋崎嘉夫♪竹中裕彦♪ 

各会員 

 

委員会報告 

社会奉仕委員会        清水 宏明 委員長  

1月 4日に川崎大師駅前にて、献血推進運動を行いまし

たのでその結果をご報告いたします。１７名の会員の方

にご協力いただきました。５８名に受付していただき、

実際には４３名の方に献血していただきました。ほぼ例

年並みの人数でした。ありがとうございました。 

親睦奉仕委員会        岩井 茂次 委員長 

昨年の家族会には大勢の方にご参加いただき、ありがと

うございました。創立記念例会を、２月１５日の水曜日

１８時より横浜ベイシェラトンホテルにて行います。 

 

卓話者紹介            岡 真治 会員 

読売巨人軍一軍バッテリーコーチ   秦 真司 様 

略歴 昭和３７年７月生まれ。 

 徳島県鳴門高校より法政大学に進学。 

   ヤクルトスワローズ、日本ハムファイターズ、 

   千葉ロッテマリーンズ、中日ドラゴンズにて活躍。 

   本年より読売巨人軍一軍コーチに就任。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 卓話         秦 真司 様 

「スポーツが果たす社会貢献」  

本日、ミーティングがあり遅れて申し訳ありません。

本年より巨人軍のコーチになりました。川崎には、１８

歳の時に法政大学に入学し、寮が武蔵小杉にありました

ので、４年間そこで過ごした思い出があります。 

私は、野球をやめてから自分に何ができるのか、どう

すれば地域貢献、社会貢献ができるのか考えてきました。 

指導者が勉強しなければ、子供達は伸びません。そこ

で、子供達が育つなかで地域貢献ができればいいなと、

群馬県で活動してきました。多くの子供達、少年達が野

球の練習をしてきましたが、全員がプロの選手になれる

わけではありません。社会に出てから、どうやって会社

や企業のなかでリーダーシップをとっていける人材を

育てるか。そして彼らが、また子供達を育てていける仕 

組みを作れれば社会貢献ができる、と考えました。 

育成や成長に必要な柱は三本あります。教育的柱、訓

練的柱、学習的柱です。教育的柱では、未来に必要なも
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のを指導します。訓練的柱では、体力、精神力、忍耐力

の強さを指導します。学習的柱では、成長するに必要な

ことを指導します。指導者によってその人の成長は違っ

てきます。選手をどう育てるのかが、我々の使命です。 

一流選手と、二流選手の違いは何でしょうか。プロに

入るのが目標では駄目です。自分の２４時間のタイムス

ケジュールを見直し、何をすれば良いのか考えて、野球

漬けの生活にしなければなりません。二流選手は、こん

なもんだろうと自己限定してしまいます。人の痛みがわ

かりません。創意工夫もできません。最後は頭の勝負で

す。同じ失敗を繰り返します。努力の内容や、弱点の強

化に立ち向かえません。自己管理、自己点検、状況判断、

予知予測ができません。すぐ人のせいにします。素直さ、

謙虚さがありません。 

運動による効果は次のとおりです。 

健康促進 

運動することにより、セラトニンという物質がメラトニ 

ンという物質に変わります。深い睡眠がとれ、食事も 

美味しくなります。 

爽快感   

コミュニケーションスキル  

スポーツをすることにより、大勢の人に会えます。感謝 

や礼儀を必要とします。ＲＣの全国野球大会のおかげで 

本日皆様にお会いすることができました。    

体力、気力 

忍耐力   

感情のコントロールができます。 

集中力 

思考パターンの獲得 

情報の活かし方を覚えます。 

脳への影響 

脳がリフレッシュされます。 

今年から、武蔵小杉に帰ってまいりました。川崎市民と 

なりました。皆様、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会  

平成 24年 2月 1日（水） 

 

第 6回クラブ協議会 

中間決算報告 

 

：クラブ会報委員会： 

岩崎寛／川又竜志郎／久保博和／沼田直輝 
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