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第1913回（本年度　第1回）例会　平成24年7月4日　－晴れ－

●司　会　　清水　宏明ＳＡＡ
●槌の引渡し　　増田　昌美直前会長

●点　鐘　　横山　俊夫会長
●斉　唱　　「国歌斉唱」「奉仕の理想」
　　　　　　　　　　　　　　　　増田　昌美直前会長

近隣ロータリークラブのご紹介　　　　横山　俊夫会長

川崎日吉ロータリークラブ　　　会長　山田　紘充様
　　　　　　　　　　　　　　　幹事　吉留　　嵩様
川崎中央ロータリークラブ　　　会長　森川友生男様
　　　　　　　　　　　　　　　幹事　木村　教義様
川崎マリーンロータリークラブ　会長　鈴木慎二郎様
　　　　　　　　　　　　　　　幹事　望月　幹仁様

ゲストのご紹介　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長
川崎大師ローターアクトクラブ　会長　相澤　祐輔様

　今年度川崎市大師ローターアクトクラブ会長をつとめ
させていただくことになりました
相澤祐輔です。川崎大師ローター
アクトクラブは現在新入会員が入
りまして４名で活動をしておりま
す。まだまだ人数も足りないです
が今年度精一杯頑張って人数も増
やして楽しいクラブにしていきた
いと思いますので皆さんもご協力
お願いします。

来訪ロータリアンのご紹介　　　飯塚　元明親睦委員長
横浜南ロータリークラブ　川﨑　智晴様
川崎ロータリークラブ　　直前会長　野渡　和義様　
川崎ロータリークラブ　　酒井　一宏様
川崎ロータリークラブ　　守屋　勇志様
川崎ロータリークラブ　　小口　和久様　　

感謝状及び記念品の贈呈　　　　　　　横山　俊夫会長
増田　昌美　直前会長

竹中　裕彦　2011-2012年　副会長

村石　庄作　2011-2012年　副会長
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国際ロータリーのテーマ



武者　惠吾　2011-2012年　幹　事

2011-12 出席率100％会員　記念品の贈呈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長

船山　昭三会員

鈴木　幹久会員

船木　幸雄会員
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地区委嘱状贈呈　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長
鈴木　幹久会員（2012-2013地区委員）戦略計画委員会

乾　杯　　　　　　　　　　　　　増田　昌美直前会長
　今日は大勢の仲間が横山年度のために駆けつけていた
だきました。有難うございます。それでは横山丸の無事
の航海そして皆様の今後のご活躍を祈念して乾杯であわ
せていただきたいと思います。

会長報告　　　　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長
　今期よりテーブルの上の一輪挿しの器を変えさせてい
ただきました。これまで金属でしたが今回から土のの香
りがするということで代えさせて頂きました。
　これは当クラブ会員の鈴木昇二会員の奥様にほとんど
おつくり頂いたということで、ぬくもりの感じられる器
を今日からテーブルの上に置かさせていただくことにな
りました。また昇二さんはロクロを本人もまわしており
ますので、是非機会があれば釜の前で座って一杯飲んで
いる姿もぜひ見たいなと思っております。是非お手に取
ってぬくもりを感じていただければと思います。

幹事報告　　　　　　　　　　　　　　矢野　清久幹事
・国際ロータリー第2590地区　2012-13年度GSEプログラ
ム派遣メンバーの推薦依頼が来ています。掲示板に貼り
だしてあるので見ておいていただければと思います。
・第１・第２・第３グループのIMの会計報告を回覧させ
ていただきます。
・７月２日殿町２丁目の高橋会長より、殿町第二公園前
の倒れてしまった№６２の桜の木の件で連絡がありまし
た。結論は川崎市多摩川施設推進課土田様の方で伐採し
ますとのことです。川崎市で伐採していただくのに殿町
第二公園整備を行うため風当たりが強くなって倒れた。
開発によって土手に水が溜まり根腐れの原因となってし
まったという事でした。本来は高齢のため寿命ではない
かということもおっしゃっていたということです。寺尾
様には高橋様より話いただき納得をしていただいている
という事でご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
・塩原温泉川崎大師厄除け不動尊のお祭りでございます
が、当会より５名の出席の返事をいただきました。どう
もありがとうございました。今月行ってまいりますので
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川崎ＲＣ
直前会長　野渡　和義様　　直前幹事　酒井　一宏様
　大師クラブの増田会長、武者幹事には大変お世話にな
りました。
一年間がむしゃらに頑張りますだね。

川崎ＲＣ
守屋　勇志様
　お世話になります。

川崎ＲＣ
小口　和久様
　新会長他新執行部ご就任おめでとうございます。今年
度又又寄せて頂きますのでよろしくお願い申し上げます。

鈴木　幹久会員
　①横山丸の船出を祝して！
　②船木さんこの度は大変お世話になります。

遠藤　悦弘会員
　1)横山丸の出航を祝して
　2)女房に誕生祝のきれいな花をありがとうございまし
　た。

野沢　隆幸会員
　横山会長年度の活動に期待いたします。

宮山　光男会員
　横山年度のスタートを祝して

渡辺　冨士夫会員
　新年度、横山丸出航です。皆様でご協力して行きまし
ょう。

増田　昌美会員
　横山丸の出航おめでとうございます。
竹田　正和会員
　横山丸の無事の航海を祈念して。

沼田　直輝会員
　皆様、一年間よろしくお願い致します。

出席報告　　　　　　　　　　　石渡　勝朗出席委員長
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よろしくお願いしたいと存じます。
・第一グループの移動例会の案内を回覧をさせていただ
きます。
・ロータリー手帳を受付に置いてあります。必要な方は
是非とっていただきたいと思います。ロータリーの友も
置いてございますのであわせてとっていただきたいと思
います。
・本日第１回の理事会を開催いたしますので、出席対象
者の皆様はお残り頂きます様お願い申し上げます。

メークアップ：
　林会員、竹田会員、伊藤会員、牛山会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）
　　　　　　　　　　　　　　　　　岩井　茂次副会長
川崎日吉ＲＣ　
会長　山田　紘充様　　幹事　吉留　　嵩様
 新年度の表敬訪問にきました。１年間よろしくお願いい
たします。

川崎中央ＲＣ　
会長　森川友生男様　　幹事　木村　教義様
 横山会長丸の船出をお祝いさせていただきます。本日は
宜敷くお願い致します。

川崎マリーンＲＣ　
会長　鈴木慎二郎様　　幹事　望月　幹仁様
 表敬訪問にまいりました。一年間よろしくお願い致しま
す。

横浜南ＲＣ　
川﨑　智晴様
　横山会長の門出を祝して!!　１年間頑張って下さい。



鈴木　昇二会員
　横山丸の出湖得お祝い申し上げます。
　一年間、長いようで短いとは思いますが、横山会長以
下、理事、役員の皆様には無事帰港できますよう、舵取
りの程宜しくお願い申し上げます。

武者　惠吾会員
　増田年度の通帳を３冊作成した時に預けたお金が戻っ
て来たので、ニコニコに入れさせて頂きます。

矢野　清久幹事
　本日より横山年度のはじまりです。いたらない幹事で
すが、皆様一年間宜しくお願い致します。

小林　勇次副会長
　皆様１年間よろしく御願い致します。

横山　俊夫会長
　伝統ある川崎大師ＲＣの会長を努めさせて頂きます。
一年間宜しくお願い申し上げます。

岩井　茂次副会長
①横山丸、出航です。皆様よろしくお願い致します。
②先日の日本スポーツマスターズ　バスケットボール神
奈川県予選で優勝し、１０月に行われる全国大会に神奈
川県代表として出場する事になりました。

本日のニコニコのテーマ
ようこそ川崎大師へ　ようこそ横山年度へ
嶋崎　嘉夫会員　　牛山　裕子会員　　中村　眞治会員
船山　昭三会員　　長島　　亨会員　　島岡　栄基会員
船木　幸雄会員　　大藪　善一会員　　竹中　裕彦会員
石渡　勝朗会員　　布川二三夫会員　　武者　惠吾会員
秦　　琢二会員　　谷澤　幹男会員　　伊藤　佳子会員
石渡　利治会員

委員会報告　　　　　　　　　　飯塚　元明親睦委員長

　７月１８日に暑気払い　移動例会を行います。
　締切が近づいております。出欠連絡お願いいたします。
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就任挨拶　　　　　　　　　　　　　　矢野　清久幹事

　今年度幹事という大役を仰せつかりました矢野でござ
います。２年前から準備をしてきてついにこの日がやっ
てきてしまったなというそんな感じがする次第でござい
ます。
　私は2003年の新飯田年度に入会をさせていただきまし
た。その時は大師101というすごいスローガンを掲げ会
員数も100人を超えるすごいクラブでしたが、それから
10年今は会員数も半分近くに減りましてなんとなくさみ
しいような気もします。私もこの10年ずるずるっと流さ
れてここまできたかなという感じがいたします。
　ただこの10年間でいろいろなことを経験させていただ
きました。会場監督を経験し例会の進め方や大事さを学
ばさせていただきました。中村会長ありがとうございま
した。
 また社会奉仕の理事としては大師の歴史ある継続奉仕
事業をいっぱい勉強させていただきまして継続事業の大
切さ、新しい奉仕事業の大切さっていうものを経験させ
ていただきました。
 数々の諸委員長も経験させて、本来だったらたくさん
勉強したはずではありましたが、この２年間この準備、
今日のこのスタートまでバタバタです。何を今までやっ
てきたんだろうなということを自分が一番思ったことで
ございます。
　今日スタートではございますがまだまだわかってない
ことがたくさんありますのでこの一年間でまた改めて勉
強をさせていただきたいなとそのように思います。
　今年の横山年度のクラブスローガンは“飛躍の大師”
ということでもう一度飛躍しようではないかということ
をしきりに言っております。そこで本年度の理事、役員
は入会間もない若手がそろっております。ただ次の大師
を担う人材がそろっていると言える思っております。
　そこで皆様方諸先輩方にお願いがございます。理事・
役員の経験も浅く失敗も多くなってしまう時があるかも
しれません。しかし失敗を経験して勉強することもたく
さんあるかと思います。どうか広い心で見守っていただ
きたいと思います。また失敗を見つけましたら遠慮なく
アドバイスをいただきまして、反省すべき点は反省をし
同じ失敗を繰り返さないようにみんなで気をつけてやっ
てきたいと思っております。
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　また幹事の私も一緒でございます。見てのとおりでご
ざいます。私の性格は気が小さくて、人見知りで照れ屋
でございます。すぐおなかが痛くなってしまう性格では
でございますが、いろいろアドバイスをいただきたいと
そんなふうに思っております。
　そこで皆様方諸先輩方にお願いがございます。理事・
役員の経験も浅く失敗も多くなってしまう時があるかも
しれません。しかし失敗を経験して勉強することもたく
さんあるかと思います。どうか広い心で見守っていただ
きたいと思います。また失敗を見つけましたら遠慮なく
アドバイスをいただきまして、反省すべき点は反省をし
同じ失敗を繰り返さないようにみんなで気をつけてやっ
てきたいと思っております。
　本年度は川崎大師４０周年の年でございます。先輩た
ちの顔に泥を塗らないよう執行部、一生懸命やっていき
たいと思いますのでご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い
申し上げます。
　今日横山会長と何を話そうかを相談した時に横山会長
は「幹事は短くしろと、挨拶は短くしろ」と言われたの
でこの後横山会長がこの一年の思いを語ると思います。
よろしくお願い申し上げます。
　最後にもう一点だけお願いがございます。今年若い役
員理事がやっておりますのでいろいろイベントのご案内
を諸先輩方にお出しする事が多々あると思います。出欠
の返事が全くございません。なかなか言いづらいという
のがあるのでなるべくイベントの通知、ご案内がいった
場合には早めの返信をよろしくお願いしたいと存じます。
大変生意気なことをいっているようですがよろしくお願
い申し上げます。
　大変簡単ではございますが幹事就任のあいさつとさせ
ていただきます。どうもありがとうございます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長

　本年度川崎大師ロータリークラブ40代目の会長をつと
めます横山俊夫でございます。どうぞよろしくお願い申
し上げます。
　矢野幹事がユニークたっぷりにお話いただきました。
本当はおなかの中は「お前らちゃんとやってくれよ」と
いうのが本音だと思いますけれども。
　先ほど幹事から出ましたように、40周年の節目に大変
入会の浅いメンバーを理事として一緒に活動してもらう
ようにしました。これはなぜかといいますと大師は40年
で終わるわけではございません。45年・50年と繫げてい
く意味で今のメンバーが中心となってリーダーとしてい
くには今これがチャンスだなということでこの大きな節
目にお願いをした次第でございます。従いまして右も左
もロータリーの言葉すらもわからないのが現状ではござ
いますが皆様方にぜひご指導をいただきながら、この一
年間を乗り越えていければきっと素晴らしいメンバーに
なるんではないかというふうに私も思っておるところで
ございます。
　私は2000年の７月に入会をさせていただきました。本
日お見えの遠藤パスト会長年度でございまして、ちょう
ど前年の時に80名をひとつの節目ということでお誘いを
頂いたのですが、新しい年度が７月ということで遠藤年
度の一番最初に入会をさせていただいてもう13年経つの

でしょうか。会長職をやることになりました。
　２年前からいろいろなお話を矢野幹事としてきまして、
学校の先輩と後輩という大変運のいい出会いもありまし
て、学校というと一つでも上ですと先輩になりますので、
快く幹事を引き受けて頂きました。
　準備はやってきたつもりでしたが、日時が迫ってくる
と「本当にこれきちんと出来ているのかな？」という事
で、一寸バタバタのところもありました。７月４日の第
１例会を迎えるにあたりまして、不手際があったかとは
思いますが、今後はきちんと持って行きたいと考えてい
ます。
　本年度は日本人で３人目の田中作次さんがＲＩの会長
になっています。田中作次さんは2770地区の八潮ＲＣが
母体でして、その田中作次さんのＲＩテーマが「奉仕を
通じて平和を　Peace Through Service」という事で、
大変簡単で難しい、奥の深いテーマを掲げています。
　 そ し て 2 5 9 0 地 区 の 露 木 雄 二 ガ バ ナ ー は 、
「EXCITE2590」という素晴らしいテーマのもと着々準備
をしてスタートを切ってます。
　私は、この１年「飛躍の大師　健康で明るく」をテー
マとして、この40周年を期に「今一度飛躍しよう」とい
う気持ちと、楽しくて健康でみんなが集える様なクラブ
作りをしたいと考えています。
　40年の歴史のあるクラブですから、伝統を重んじなが
ら、新しいものを取り入れていくという事ですが、当然
古いものを見直すのはとても難しいところもございます。
先ほど幹事報告にもありました様に、多摩川の土手に植
わっています桜の木、５周年の時に植えられた桜の木で
すが、35年も経つと大分太くなって、枯れてもきますし、
倒れて怪我でもされては困るという事で、どこが面倒を
みるのか等々、色々ありましたが、１本完全に倒れてし
まったという事で、まだ何本か具合が悪い木がある様で
すので、今後検討していかなければいけないと思ってい
ます。生みの親なのか育ての親なのかという問題があり
ます。確かに植えたのは私どもですが、管理は殿町２・
３丁目に色々と面倒を見てもらっています。また土手と
いうことで管理の難しさも感じさせられました。これも
引き続き先輩方にご相談しながら、皆さんが楽しみにし
ている桜並木を大事にしていきたいと思っています。
　クラブ管理運営では、副会長２名制をとっております
ので、岩井副会長・小林副会長にクラブ管理運営をみて
いただき、まず「魅力ある例会づくり」をしたいと考え
ています。その一つに先ほどご案内申し上げました、手
作りの器とか一寸した気配りをして、なんとなく暖かみ
を感じて頂ければと思います。
　出席率の向上は当クラブでも大きな問題です。先ほど
前年100％の表彰をさせて頂きました。本来であれば出
るのが当たり前なので「表彰はどうなのかな？」という
声もありますが、毎週の様に例会場に足を運んだり、行
けない時には、よそでメイクをするという努力は大変大
きなものだと思っています。従いまして、今年度の出席
率をどの様にして高く維持していくかは、今後出席委員
長とお話をしながら進めていきたいと思っています。
　次に会員増強です。地区ではガバナーが「10％純増」
と言っています。私も10％増強しようという事で、人数
ですと６名という事を掲げさせていただました。言葉で
６名というと非常に簡単ですが、はたしてこの６名をど
の様にして増強するかという事で、今、増強委員長には
鈴木幹久パスト会長にお願いしております。もう一度う
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ちの職業分類をきちんとして精査しながら、我々のクラ
ブで足りない職業分類は何か？という事をきちんと精査
して、それを基にもう一度皆さんで議論していきたいと
思っています。仲間が増えるのは非常にうれしいことで
すが、100名いった時の勢いをどの様な形で60名になった
今、繫げていくか。そういう意味でも職業分類の見直し
が必要ではないかと思っています。鈴木幹久委員長を中
心に増強委員会皆さんの色々なお話を伺いながら進めて
いきたいと思います。是非、６名を達成したいなと思っ
ています。
　今年度も2590地区に多くのメンバーが出向させて頂い
ております。LYLA委員長　須山文夫会員をはじめ、多く
の方に地区に出ていただていおります。どちらかという
と出てる人だけ行っていればいいよという感覚が事がな
い事もないのですが、是非皆さんで応援して盛り上げて
いきたいと思います。
　特に新世代関係は委員会や会合が多く、特に週末が多
いと言うことで、一寸懸念される会員の方も多くいまし
たが、是非一度か二度は出て頂いて、インター・ロータ
ー含めて、出向して頂ければと思います。当クラブのロ
ーターアクトは継続して残っています。インターアクト
は大変残念な事に増田年度で解散ということになってし
まいました。ローターアクトを提唱しているという自覚
を会員の皆様に持って頂いて、ローターアクトの例会等
にもお時間の都合をつけて頂いてご参加頂ければと思い
ます。
　職業奉仕です。船木委員長にお願いしております。船
木委員長は３年未満の会員です。私はこれからのホープ
は船木さんを始めとする若手だと思っています。早速に
９月の職場訪問を予定者の段階から組んで頂きまして、
きっと良い職場訪問になると思います。その他に会員の
職業紹介などを取り入れてくれたらと思いますし、次回
クラブ協議会で委員長からの思いもお話いただけると思
いますので、宜しくお願いします。
　社会奉仕です。沼田委員長です。沼田会員は去年の入
会です。社会奉仕は当クラブの伝統ある事業が山盛りあ
ります。非常に若くてエネルギッシュですので、新しい
風を吹かせて頂けると思っています。従来の事業の見直
しと共に新しい事業の模索もしておりまして、今年度は
「ふれあい動物園」というものを取り入れさせて頂いて、
地域の子供達にそしてその保護者達にロータリー活動の
一環を少しでも理解頂ければと思います。
　友好クラブの支援ということで、渡辺年度から続いて
います宮城県の佐沼ＲＣへの支援。現状は大変な状態で
して、義援金等もさせていだきました。３年目になりま
したが、どの様な支援が出来るか引き続き考えていきた
いと思っています。
　国際奉仕です。石川委員長です。財団米山、これは各
クラブそうですが、我々のクラブには台北西門ＲＣ、韓
国漢城ＲＣ、エクアドル　マンタＲＣという３つの姉妹
クラブがあります。40周年という事で姉妹クラブの方が
川崎大師においで頂けると思います。
　新世代奉仕です。須山委員長にお願いしています。先
ほど少しご案内した通り、須山文夫会員は地区のLYLA委
員長も兼任しております。新世代にとってはプロ中のプ
ロという事で、その道ではうちのクラブにはなくてはな
らない新世代のホープです。ローターアクトの全面的支
援とサポートを中心として、また地区への新世代関係の
の行事へのご案内を皆さんにお知らせして頂きたいと思

います。
　他のクラブではわかりませんが、当クラブでは親睦活
動が理事となっています。先ほどよりマイクを持ってい
る飯塚委員長の下、親睦活動委員会を引き受けて頂きま
した。飯塚委員長もまだ入会して大変日が浅いメンバー
でございます。先ほど幹事より、出欠席の確認の件でア
ナウンスがありました。先輩方に出欠席の再確認はしに
くい面もありますので、出来るだけ速やかにご返事を頂
ければありがたいと存知ます。親睦はロータリーの中で
も大変重要なポジションでございます。企画して実行す
るまでが非常に大変でございます。親睦委員会の皆さん
とは別に早く来られる方は、受付のお手伝いをして頂け
ればと思います。基本的に皆さんお一人お一人が作って
いるクラブです。誰が作っているという訳ではありませ
ん。57名の方が集まってこの川崎大師ロータリークラブ
を作っていますので、是非お時間があるときはお手伝い
頂けるとありがたいと思っています。
　最後になりますが、宮山光男実行委員長を中心とした
40周年実行委員会。予定者の段階では組織案や事業の内
容についてもご検討いただきましたけれど、いよいよ実
行委員会が動き出します。従いまして、皆様方には通常
のクラブ運営と実行委員会という二つの柱で動くことに
なります。是非「自分たちのクラブが40周年を迎えた」
という事で来年の２月23日の当日、美味しいお酒が飲め
るよう、頑張って頂きたいと思います。
　本日、ご来訪頂きました多く会員の皆様、この川崎大
師ロータリークラブは皆様の仲間としていつまでも末永
くかわいがって頂ければと思います。
　本日は、ありがとうございました。

●点　鐘　　横山　俊夫会長
　

日時：平成２４年７月１８日(水)は

　　　夜間移動例会です。

　　　暑気払い移動例会

秦　琢二／竹内　祥晴／小泉　知寛
クラブ
会　報
委員会


