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第1934回（本年度　第22回）例会　平成24年12月5日　－晴れ－

●司　会　　清水　宏明ＳＡＡ

●点　鐘　　横山　俊夫会長

●斉　唱　　「手に手つないで」

　　　　　　　　　　ソングリーダー　須山　文夫会員

会員入会祝い　　　　　　　　　飯塚　元明親睦委員長

林　　　鶴会員　平成 3年12月 4日

細谷　重徳会員　平成 8年12月18日

布野　真治会員　平成13年12月 5日

石渡　勝朗会員　平成16年12月15日

奥様の誕生祝い

増田　昌美会員　治美様

布野　真治会員　奈巳様

石渡　勝朗会員　公代様

川又竜志郎会員　智子様

会員の誕生祝

中村　眞治会員

久保　博和会員

岩井　茂次会員

沼田　直輝会員

会長報告　　　　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長

・米山功労者感謝状が届いていますので、贈呈いたしま

　す。

　米山功労者第5回マルチプル　長島　亨会員

　米山功労者第1回　坂東　保則会員・須釜　賢治会員

・「2013　ロータリー世界フォーラム広島」の案内が届

　いていますので、回覧いたします。

・第一グループ川崎日吉ＲＣが川崎南ＲＣに合併される

　ことになり、11月2日にＲＩ理事会で正式に承認され

　ました。

幹事報告　　　　　　　　　　　　　　矢野　清久幹事

【回覧】

　・家族例会出席表（12月6日締切）

　・お護摩申込み

【メールＢＯＸ】

　・ガバナー月信

　・新年　4クラブ合同例会（出欠12月7日締切）

　・1月16日の例会より信徒会館地下に例会場が変更さ

　　れます。

2012-13年度 国際ロータリー第2590地区奉仕を通じて平和をPeace Through Service

川崎大師ロータリークラブ　週報川崎大師ロータリークラブ　週報川崎大師ロータリークラブ　週報

例会日：毎週水曜日　ＰＭ１２:３０～例会日：毎週水曜日　ＰＭ１２:３０～
例会場：大本山川崎大師平間寺金剛閣例会場：大本山川崎大師平間寺金剛閣
事務局：事務局：〒210-0812　〒210-0812　神奈川県川崎市川崎区東門前1-15-10　カーサ石井1F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.044-288-8550Tel.044-277-7569 Fax.044-288-8550
URL http://www.kawasakidaishi-rc.com/　　E-mail:daisi-rc＠eagle.ocn.ne.jpURL http://www.kawasakidaishi-rc.com/　　E-mail:daisi-rc＠eagle.ocn.ne.jp

例会日：毎週水曜日　ＰＭ１２:３０～
例会場：大本山川崎大師平間寺金剛閣
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://www.kawasakidaishi-rc.com/　　E-mail:daisi-rc＠eagle.ocn.ne.jp

会　長会　長
副会長副会長

幹　事幹　事
ＳＡＡＳＡＡ

横山　俊夫横山　俊夫
岩井　茂次岩井　茂次
小林　勇次小林　勇次
矢野　清久矢野　清久
清水　宏明清水　宏明

会　長
副会長

幹　事
ＳＡＡ

横山　俊夫
岩井　茂次
小林　勇次
矢野　清久
清水　宏明

2012-2013年度
国際ロータリーのテーマ



メークアップ：

　嶋崎会員、竹中会員、竹内会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　勇次副会長

渡辺　冨士夫会員

　中村指名委員長、お疲れ様でした。次年度三役頑張っ

てクラブを盛り上げてください。

中村　眞治会員

　本日は、指名委員会のご報告があります。審議の程ヨ

ロシクお願い申し上げます。

牛山　裕子会員

　3年前にライラでお世話になったうちの従業員が宅建

主任者試験に合格しました。中卒で働き始めて、毎年、

何らかの国家資格を取っていますが、今年は喜びが大き

いようです。

横山　俊夫会長

　師走になりました。気ぜわしくなり、体調には充分お

気を付けて下さい。

矢野　清久会員

　本日はクラブ協議会です。皆様宜しくお願い致します。

小林　勇次会員

　息子がアメリカンフットボールで東日本の代表になり、

甲子園ボールに出場が決まりました。

本日のニコニコのテーマ

　今年も残すところあと１か月です。飲み過ぎに注意し

ましょう。

　長島　　亨会員、石渡　勝朗会員、船山　昭三会員

　布川二三夫会員、小泉　知寛会員、澤口みよ子会員

　竹中　裕彦会員　　　　　　　　　合計　17,000円

委員会報告

　　　　　　　　　　　親睦委員会　飯塚　元明委員長

　年忘れ移動例会の案内状の訂正がございます。

　横浜シェラトンとなっていますが、正しくは横浜ベイ

シェラトン4Ｆ　清流の間です。

　若干空きがあります。早めのご連絡をお願いします。

　次週親睦委員会開催します。
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第５回クラブ協議会・年次総会

１．次年度役員及び理事の選出

　総会の成立の確認（会員数55名　出席30名）成立

　1）選出までの経過

　　10月30日　指名委員会開催　中村指名委員長

　2）指名委員会発表

　　次々年度会長及び次年度役員候補者推薦について

　　横山会長が定款細則のっとり、9月26日の第3回クラ

　　ブ協議会において次々年度会長及び次年度役員・理

　　事選出を皆様におはかりした結果、候補者の選出を

　　指名委員会に一任する事を決議戴きました。

　　それを踏まえ、去る10月30日指名委員会を開催致し

　　ました。

　　結果、下記の方々を指名委員会全員…致で推薦する

　　ことが決定致しましたので報告させて戴きます。会

　　員皆様でよろしく審議戴きますようお願い致します。

　次々年度会長候補者　　竹中裕彦会員

　次年度役員候補者

　副会長　　牛山裕子会員

　幹事　　　清水宏明会員

　会計　　　炭谷博功会員

　会場監督　秦　琢二会員

　次年度委員会理事侯補

　職業奉仕　　　石渡勝朗会員

　社会奉仕　　　岩井茂次会員

　国際奉仕　　　坂東保則会員

　新世代奉仕　　伊藤佳子会員

　親睦活動　　　水口　衛会員

　指名委員会メンバー

　中村、野沢、大藪、細谷、渡辺、増田各会長経験者

　横山会長

　指名委員会オブザーバーメンバー

　鈴木(昇)会長エレクト、矢野幹事　　　以上9名

　3）会員承認　　

　　全員の拍手にて承認されました

　4）会長ノミニー挨拶　　　竹中　裕彦会長ノミニー

　来年の2月に40周年を迎えます。歴史と伝統がありま

す川崎大師ＲＣの42代目の会長という事でいろいろ考え

るところもありましたが、中村さんにご推薦をいただき

先程ご承認をいただきました。有難うございます。まだ

まだ微力ではありますが、微力ながら大師ＲＣのこれか

らの発展に向けて尽くしていきたいと思っておりますの

で、ご協力の程よろしくお願い致します。

出席報告　　　　　　　　　　　　　石渡　勝朗委員長
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5）次年度三役挨拶　　　　　鈴木　昇二会長エレクト

　次年度理事・役員のご承認有難うございます。会長一

人ではクラブ運営はできません。三役だけでもクラブ運

営はできません。全クラブ会員の協力があってこそクラ

ブが活性出来て、より充実して楽しいクラブが出来上が

るのではないかと思っております。次年度は皆様、奉仕

活動ほかいろいろな活動に積極的に参加して頂き、ロー

タリーライフをエンジョイして頂きたいと思います。次

年度からといいますけれども今日からでも横山年度に於

いても皆様の協力がなくしては、いくらいい役員でも進

めていけませんので、より活動に参加して頂きたいと思

います。横山会長より私の方が経験も浅いし未熟なので

120％、横山年度は100％でよろしいですから私の時は

120％応援して頂いてちょうど同じ位かなと思いますの

でどうぞよろしくお願いします。

牛山　裕子次年度副会長

　私は副会長をお引き受けするつもりは全くないのです。

クラブ運営委員長をお引き受けさせて頂きます。クラブ

の細則第7条　委員会　第2節　クラブ運営委員会の総論、

委員会の任務第８条　第1節　クラブ管理運営委員会こ

の辺りを細則にそって適正かつ正確に運営をさせて頂き

ます。次年度会長にお願いしたいのは、くれぐれも健康

にご留意いただき飲みすぎないで、副会長が会長代理を

務めないで済みますようにお願い致します。皆様ご協力

よろしくお願い致します。

清水　宏明次年度幹事

　10年前に義理の父である天龍の社長に「大師ロータリ

ーに入れ」と言われて、よくわからず入りました。その

後教えて頂いたことは「ロータリーは断わちゃいかん」

と「わかりました」と理由はわからないけれど断わりま

せんという事で10年目にして幹事のご指名をいただきま

した。数年前に覚悟をしなければいけないタイミングが

あったのですが、猶予をいただき心の準備を2年間ほど

　

させて頂いたので、比較的心の準備はできているのです

が知識の方がいかんせん足りないところもあるのかなと

思います。会長、副会長始め理事、役員の皆さんもキャ

リアの豊富な方がたくさんいらっしゃるので、私の役目

としてはその方々のご意見をスムーズにまとめさせてい

ただき、合理的に会の運営を進めていくことが求められ

ているのかなと感じております。精一杯役目を全うして

いきたと思います。皆様ご協力を宜しくお願いします。

２．40周年実行委員会進捗報告　宮山　光男実行委員長

実行委員会　組織図　若干変更

概略

　実行委員会　Ｈ23.7.26～24.12.3　

　実行委員長、幹事、現会長・幹事、会計等の執行部で

　計9回実施

小委員会

　総務・式典・事業各委員長で計9回実施

４０周年記念事業について

・川崎大師大開帳のお祝い金　26年1月　100万計上

・佐沼ＲＣと姉妹クラブの締結調印

　（2/22ウエルカムパーティにおいて）

総務委員会　鈴木　昇二代理

庶務委員会

ご来賓招待リスト　ロータリー関係　５７名

　　　　　　　　　米山学友　　　　未定

地域関係　　　　１２名

姉妹クラブ等　　まだ人数把握できず

最終的に１８０名前後の予定

招待状発送済み　　返信期限１２月末

記念誌委員会

　予算が確定していないので本になるかＣＤになるか未

定です。

質問：各委員会の予算は決めてあるのですか。

答：大まかには決まっています。事業の方で若干決まっ

ていないところがあります。最終的にまだ組めないでい

る状況です。佐沼の方が決まっていないので全体の予算

が組めません。それが決まればすべて決まるかと思いま

す。年内には決まると思います。

行事委員会

　ウエルカムパーティ式典と姉妹クラブの接待の担当を

致します。
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ウエルカムパーティ

　平成25年2月22日（金）川崎日航ホテル11階

18:50　和太鼓（女性グループ）

19:00　開会挨拶（司会者・式典委員長）

19:05　実行委員長挨拶

19:10　姉妹クラブの紹介（副会長）

19:15　歓迎の言葉（横山会長）

19:20～佐沼ＲＣと姉妹クラブ締結の調印式

　　　　乾杯（副実行委員長）

 8:05　台北西門ＲＣ会長挨拶

　　　 韓国　漢城ＲＣ会長挨拶

　　　 マンタＲＣ会長挨拶（出席されれば）

20:25　アトラクション　大師大道芸

20:55　姉妹クラブ３クラブに記念品贈呈

21:00　閉会挨拶

２次会　（担当責任者が各クラブにご意向を伺う）

記念式典

平成25年2月23日（土）横浜ベイシェラトンホテル4階

16:30　登録開始

17:30　開会・点鐘

　　　（物故会員2名に黙祷）

　　　 来賓紹介（横山会長）

　　　 歓迎の言葉（宮山実行委員長）

　　　 記念事業の内容説明（副実行委員長）

　　　 事業目録の贈呈（川崎市並びに三陸町関係）

　　　 Ｒ財団及び米山記念奨学会　寄付金贈呈

　　　 川崎市より感謝状贈呈並びに市長よりご祝辞

　　　 露木地区ガバナーよりご祝辞

　　　 川崎南クラブ会長よりご祝辞

　　　 姉妹クラブよりご祝辞

　　　 祝電披露（司会者）

19:00　閉会・点鐘

15分休憩

【祝賀会】

開会挨拶　副会長

チャーターメンバー紹介（横山会長）

乾杯音頭（川崎大師平間寺　貫主　藤田）

当クラブ10年間の事業紹介映像　スクリーンにて紹介

歓談

アトラクション　マリンバとピアノの演奏

21：00　閉会挨拶（会長エレクト）

ロータリーソング　手に手つないで斉唱

質問：佐沼ＲＣは友好クラブのはずでしたが、姉妹クラ

ブにするのですか。

答：理事会でも承認を得まして友好クラブから姉妹クラ

ブへ調印式を行うことを決定しました。

質問：記念式典で姉妹クラブ挨拶に佐沼ＲＣを入れない

とまずいのでは

答：その通りです。

お願い

組織図で姉妹クラブ委員会に入っていない方も是非22日

23日の当日は、送迎など皆様にお願い事をさせて頂くこ

とを余儀なくなるのではないかと思いますのでご協力を

お願いします。

事業について

40周年の事業

・東日本大震災関連（南三陸町の町長と佐沼ＲＣの遠藤

　会長と話し合い中）

・大師地区関係（川中島・藤崎・四谷・大師小学校に防

　災釜を寄贈）

・ロータリー関係（米山奨学会寄付、Ｒ財団への寄付）

・川崎大師様｛御開帳お祝い―鈴木年度（26年1月）で

　贈呈｝

・30周年記念事業の時に大師地区の小学校から預かった

　お子さんの絵　　返却

台北西門と漢城ＲＣからもお預かりしておりますので当

日お返ししたいと思います。

会長ノミニー

竹中　裕彦(たけなかやすひこ)会員履歴

1960年6月24日生まれ52歳

ソニー生命保険㈱個人事業主

〔ロータリー歴〕

1998年3月11日入会

2001～2002年度新世代奉仕委員長

2003～2004年度親睦活動委員長

2005～2006年度幹事

2006～2007年度地区インターアクト委員

2007～2008年度地区インターアクト委員

2008～2009年度地区RYLA委員長

地区危機管理委員

2009～2010年度地区RYLA委員

2011～2012年度副会長

米山功労者マルチプルポールハリスフェロー

4頁 川崎大師ロータリークラブ　週報　第22号2012年12月12日　発行

2012-13年度 国際ロータリー第2590地区奉仕を通じて平和をPeace Through Service

年忘れ家族会

横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ

日時：平成２４年１２月１９日(水)は移動例会です。

秦　琢二／竹内　祥晴／小泉　知寛
クラブ
会　報
委員会


