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●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 庸リーダー 

 

 

卓話者紹介            増田 昌美 会長 

地区未来の夢計画委員会      中村 眞治 様 

 

ゲストの紹介          増田 昌美 会長 

入会予定者           竹内 祥晴 様 

 

 

来訪ロータリアンの紹介  岩井 茂次 親睦委員長 

川崎ＲＣ             大田垣 耕造様 

 

マルチプルポールハリスフェロー認証増田 昌美 会長 

１回目荒金 眞弘 会員 

２回目竹田 正和 会員 

３回目遠藤 悦弘 会員 

 

米山奨学会感謝状授与       増田 昌美 会長 

２回目須藤 宏 会員、渡辺 冨士夫 会員、 

清水 宏明 会員 

３回目荒金 眞弘 会員 後迫 太 会員 

第１８９３回（本年度 第２８回） 例会 平成２４年 ２月 ８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 

URL http://kawasakidaishi-rc.com/  E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 
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６回目宮山 光男 会員 

 

 

会長報告            増田 昌美 会長 

１．竹内さん、今日は例会を楽しんで行って下さい。 

これから川崎大師 RC の会員として共に頑張りま

しょう！ 

２．川崎大師ローターアクトクラブ２月の例会日は、 

本日８日（水）と２２日（水）です。 

両日とも例会場は川崎大師ＲＣ事務局で例会開始

はＰＭ８：００からとなります、お時間の許す方は

是非参加願います。 

 

３．ロータリー米山記念奨学会から第３９回目の米山功

労クラブとしての感謝状が届いておりますので、事

務局に保管しておきます。 

 

４．２月２２日のＩＭでは「留学生と文化交流」という

テーマで当クラブの牛山会員がパネラーを務めま

すので、皆さんで応援にかけつけましょう！ 

 

幹事報告            武者 惠吾 幹事 

１．次週は創立記念例会、次々週は IMと移動例会が続

き、２月２９日（水）がこの例会場での今年度最後

の例会となります。お間違えの無いようにと、長年

お世話になったこの例会場も今度見るときは新し

く生まれ変わっているので、忘れないよう目に焼き

付けておいて下さい。  

２．それに伴い、２月２９日（水）例会終了後に例会用

具の引越しをしたいと思います。 

  ボードで回覧させていただきますので、手伝ってい

ただける方はよろしくお願いします。 例会用ポス

トをはじめ、この例会場にある全てのものを事務局

へ運びます。 

３．２月１日（水）に行なった第８回理事会の議事録を

ポストに入れさせていただきましたのでご査証願

います。 

４．第２回ファイヤーサイドミーティングの日程が決ま

りましたので、掲示板に張り出させていただきます。 

  皆さんへの案内は、本日メールとＦＡＸにてご案内

させていただきます。 

５．カメリアホールが１月末日をもって閉館となりまし

た。 

  これに伴い、川崎日吉ＲＣの例会場が昨日からサン

ピアンかわさき、例会日も木曜日から火曜日に変更

になりましたので、メイクアップに行かれるかたは

お間違えのない様宜しくお願いします。 

  なお、余談になりますが、川崎グランドホテルも２

月末日をもって閉館となります。 

 

出席報告           船木 幸雄 委員長 

会員数 対象者 出席 欠席

1893 回 59 51 27 24 52.94 ％

1891 回 59 51 32 19 62.75 ％

5 修正出席率 72.55 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

通算 出席率

 

 

メイクアップ 

林 鶴、炭谷 博功、竹田 正和、清水 宏明、 

水口 衛              各会員 
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１１月度出席順位 

２６７％ 増田 昌美 

２００％ 須山 文夫 

１６７％ 鈴木 昇二、武者 惠吾、牛山 裕子 

１３３％ 船山 昭三、遠藤 悦弘、野沢 隆幸 

嶋崎 嘉夫、竹中 裕彦、横山 俊夫 

     村石 庄作、清水 宏明、水口 衛 

                     各会員 

 

ホームクラブ１００％ 

布川 二三夫、船山 昭三、遠藤 悦弘、鈴木 幹久 

野沢 隆幸、嶋崎 嘉夫、中村 眞治、竹中 裕彦、 

増田 昌美、横山 俊夫、石渡 利治、村石 庄作、 

矢野 清久、岩井 茂次、鈴木 昇二、武者 惠吾、 

須山 文夫、牛山 裕子、坂東 保則、船木 幸雄、 

鈴木 節夫、谷澤 幹男 

               各会員 

   

スマイルレポート(ニコニコボックス) 

竹中 裕彦 副会長 

 

川崎ＲＣ            大田垣耕造 様 

本日はお世話になります。 

中村 眞治 会員 

本日卓話を致します。 先輩の寺尾さんの前で恐縮です。 

石川 庸 会員 

今日は、済みませんが早引きさせていただきます。 

牛山 裕子 会員 

１．米山奨学生、林 薇さんは期限内に修士論文を提出

でき、卒業の見込みがつきました。 

  カウンセラーとしてほっとしています。 

２．２月２２日 ＩＭでパネラーをつとめます。資料提

供にご協力下さった方々に深謝申し上げます。 

増田 昌美 会員 

１．竹内さんようこそ。例会を楽しんで下さい。 

２．中村委員長、卓話よろしくお願いします。 

 

本日のニコニコのテーマ 

「中村会員、本日は『地区未来の夢計画』の卓話を、宜

しくお願いします。」 

♪水口 衛♪谷澤幹男♪竹中裕彦♪寺尾 巌 

♪沼田直輝♪石渡勝朗♪岩井茂次♪船山昭三 

 

委員会報告 

社会奉仕委員会        清水 宏明 委員長  

今月２つの社会奉仕事業を行います。是非参加をお願い

します。 

１、川中島小学校と行う地域環境美化保全活動 

２月 13日（月）13：00～13：30 

川中島小学校集合 

２、多摩川河川敷地域環境美化保全活動 

  ２月１８日（土）10：00～13：00 

殿町小学校集合 

 

親睦活動委員会        岩井 茂次 委員長 

来週の例会は移動例会となります。 

２月１５日（水）創立 39年記念移動例会 

横浜ベイシェラトンホテル 18：00点鐘 

 

 

 

卓話者紹介      横山俊夫プログラム委員長 

 卓話「未来の夢計画」 

卓話者     中村 眞治 地区未来の夢計画委員 

 

今日は、地区ロータリー財団委員会の未来の夢計画のお
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話しから当クラブの 40 周年に繋がる情報を頂きたいと

思います。 

 

 昨年 11 月 23 日に大阪で未来の夢計画委員会が開催

されました。日本では、６地区がパイロット地区として

指定されました。私が、長く携わってきましたＧＳＥも

次年度露木ガバナーまでは現行通りですが、次々年度市

川ガバナーからはＶＴＴ（ボケーショナル・トレーニン

グ・チーム）へ変わります。 

 クラブの 40 周年でもロータリー財団の資金を利用し

て事業ができないか検討して頂ければと思います。 

 財団の目標は、 

１．ポリオ撲滅：ビルゲイツ財団とロータリーのタイア

ップ ２億ドルのチャレンジ 現在 １億 7,680 万

ドルを達成 

２．年次プログラム基金、恒久基金、ロータリー平和セ

ンターへの寄付を通じて、ロータリー財団が自分たち

の財団であるというロータリアンの自覚を養う 

３．未来の夢計画において引き続き成果を出し、奉仕プ

ロジェクトを６つの重点分野に合わせたものとする 

 

です。財団の創始者も、Doing Good In The World (世

界で良いことをしよう）と唱えております。 

地区の活動資金の流れは以下のようになります。 

5 5

ＤＤＦ
地区活動資金

ＷＦ
国際活動資金

地区補助金

５０% ５０%

２０%

年次寄付+恒久基金の利益 １００%

ロータリー平和フェローシッ
プへの寄贈

ロータリー平和フェローシッ
プへの寄贈

ポリオプラスへの寄贈ポリオプラスへの寄贈

パッケージグラントパッケージグラント

国際援助

地区活動資金の流れ 「2010～11年 田嶋ガバナー年度」

グローバル
補助金

５
０%

５
０%

補助金

170,687.07$170,687.07$

320,563.73$+20,810.43$（恒久基金収益の50%）

641,127.46$

320,563.73$

68,274$

地区の裁量 重点6分野

ロータリー財団未来の夢計画

年次寄付の75%活用

年次寄付・恒久基金
ポリオプラス・大口寄付

活動の基盤

 

地区の裁量で使えるお金と重点の６分野で使えるお金

に大きく２つに分かれます。 

次に、地区へ出すお金が配分され 50％ずつになるわ

けですが、当クラブは、野沢年度クラブ合計で、＄18622、

約＄200/人 大藪年度クラブ合計で＄18546、約＄235/

人同じように細谷年度で約＄255/人、渡辺年度で約

＄245/人、本年度増田年度は約＄285/人を拠出していま

す。この 50％について地区で運用するのですが、地区

独自で事業を採用できる方向へ向かっています。 

繰り返しになりますがクラブの 40 周年でもロータリ

ー財団の資金を利用して事業ができないか検討して頂

ければと思います。 

露木ガバナー年度は、ＧＳＥを南アフリカと実施する

予定で、市川ガバナー年度もＶＴＴとして取り組む予定

です。また、国際親善は、これまで芸術的な人材を海外

へ派遣していましたが、６つの重点配分になじめないの

で新地区資金で対応していくでしょう。当クラブでの地

区資金を利用した現在の社会奉仕事業の清掃活動など

は、覚書という点で報告書が精査されると思います。 

私の話は以上です。 

 

卓話後、牛山会員から米山奨学資金と比べて、資金の流

れが複雑で分かりづらいとの意見がありました。中村会

員より、地域社会奉仕の活動資金になり会員増強にもつ

ながりやすいのでこれからも勉強して皆で活用するよ

うに考えましょう。 
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次回例会  

平成 24年２月２２日（水） 

13：30点鐘 

国際ＲＣ2590第 1・2・3グループ 

Inter－City Meeting(ＩＭ) 

テーマ「留学生と文化交流」 

ソリッドスクエアホール B1階 

：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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