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第1959回（本年度　第47回）例会　平成25年6月26日　－晴れ－

●司　会　　清水　宏明ＳＡＡ

●点　鐘　　横山　俊夫会長

●斉　唱　　奉仕の理想

　　　　　　　　　　ソングリーダー　須山　文夫会員

　　　　　　　エレクトーン生演奏　陽子サマービル様

ゲストのご紹介　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長

川崎マリーンＲＣ　会長　鈴木　慎二郎様

　　　　　　　　　幹事　望月　幹仁様

ご挨拶　　　川崎マリーンＲＣ　会長　鈴木　慎二郎様

　一年間本当にお世話になりました。今日が最終例会と

いう事で先程から皆様のお顔拝見しまして、岩井副会長

様始め横山会長以外の方はホッとされているのではない

かと思っております。

　冗談はさておき、本当に横山会長には一年間通してい

ろいろお教えを頂きました。気遣いとかいろいろな場面

でロータリーのことをお教えいただきました。高校の先

輩でもあり、良き先輩を授かったなあと感激しておりま

す。一年間不肖の孫クラブではございましたけれども、

引き続き皆様方を目指してマリーンＲＣ頑張って参りた

い所存でございます。今後ともご指導宜しくお願い申し

上げます。

一年間お世話なった方に記念品贈呈　　横山　俊夫会長

川崎大師信徒課様

ご挨拶　青野様

　多分なるお気持ちを頂戴しました事、代表いたしまし

て御礼申し上げます。有難うございました。

サマービル陽子さん

事務局　竹下美代子さん

会長報告　　　　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長

・牛山裕子会員が国際大会（ポルトガルリスボン）に出

　席し、本日帰国されました。

　バナー、分科会出席（会長代役）･･･記念バッジ

・野澤隆幸会員　京都桂川ＲＣメイクアップをされまし

　た。バナー交換

・6月5日に行われた「ふれあい移動動物園」の記事がタ

　ウンニュースに掲載されました。

・本日は、先週出来なかった理事の方の退任挨拶があり

　ます。

幹事報告　　　　　　　　　　　　　矢野　清久幹事

・第一グループ・第一グループ以外例会変更案内を回覧

　します。

・理事・役員・小委員長の方は、6月30日迄に活動報告

　書を提出してください。（事務局まで）
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メークアップ

　船山会員、野澤会員、中村（眞）会員、増田会員、

　竹田会員、清水会員、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

会長　鈴木　慎二郎様　／　幹事　望月　幹仁様

　期末の表敬訪問に伺いました。横山会長、岩井副会

長・小林副会長・矢野幹事、一年間お疲れ様でございま

した。貴クラブ創立40周年を始め名門クラブの執行部と

してつつがなくクラブ運営を成されました事に心より敬

意を表します。また川崎大師ロータリークラブの皆様に

は大変、お世話になりました。不肖の孫クラブでござい

ますが、引き続きご指導をお願い申し上げます。一年間

ありがとうございました。

御手洗　征郎会員

　6月の株主総会で取締役を退任致しました。出張が続

き最後の例会にも出席できず失礼しました。皆様には大

変お世話になり誠にありがとうございました。川崎大師

ロータリークラブの益々のご発展を心よりお祈り申し上

げます。

野澤　隆幸会員

・6/17から訪韓。韓日、日韓仏教交流大会に参加。その

　折韓国の名だたる四寺院を参拝しました。

・京都総本山参拝の折、京都桂川ロータリークラブにメ

　イクアップしました。

中村　眞治会員

　市民大会出場の皆様お疲れ様でした。ご支援の会員に

感謝申し上げます。矢野さん友情に御礼申し上げます。

鈴木　昇二会員

　横山年度、会長以下理事、役員の皆様お疲れ様でした。

40周年記念事業も含め、一年無事に大役をこなしたこと

お喜び申し上げます。横山会長におかれましては、十分

成し遂げましたか、或いはやり残したことがありました

か。どちらにしてもこれからの川崎大師ＲＣに、その経

験を活かし、お力をお貸し頂けますようお願い申し上げ

ます。

竹中　裕彦会員

①草野球同好会の皆様、お疲れ様でした。悪夢って、あ

　あいう風に一瞬に訪れるのですね・・・

②横山年度、理事・役員の皆様、本当にお疲れ様でした。

竹田　正和会員

　横山丸の無事寄稿を祝して。急な仕事が入り、本日は

欠席させて頂きます。申し訳ありません。

牛山　裕子会員

　横山年度の理事役員の皆様、お疲れ様でした。第104

回ロータリー国際大会で、田中作次会長の退任挨拶に会

場を埋め尽くした世界中のロータリアンが、スタンディ

ングオーベーションで応えました。ご自身の人生を有て、

心温まるトツトツとした話でのスピーチでした。私は今

朝10時成田着、直行で会場へ参りました。

沼田　直輝会員

　矢野幹事、先週は代読ありがとうございました。野球

部の皆様、先週は大変、大変ご迷惑をお掛けしました。

秋に向けてガンバリます。横山会長一年間ありがとうご

ざいました。

岩井　茂次会員

　横山丸、本日寄港です。横山会長、寄港挨拶、名調子

でお願いします。

矢野　清久会員

　横山年度最終例会となりました。皆様一年間ありがと

うございました。

横山　俊夫会長

　会員の皆様、信徒課様、事務局竹下さん、一年間お世

話になりました。

本日のニコニコのテーマ　

皆さん１年間ありがとうございました。

この１年間の会長の思い聞いてください。

　石渡　勝朗会員、鈴木　幹久会員、坂東　保則会員、

　水口　　衛会員、飯塚　元明会員、秦　　琢二会員、

　中村　　孝会員、船山　昭三会員、石渡　利治会員、

　竹内　祥晴会員、増田　昌美会員、島岡　榮基会員、

　遠藤　悦弘会員

出席報告　　　　　　　　　　　　　　石渡　勝朗会員
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委員会報告

　地区チャリ―ティディナーパーティ委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　冨士夫会員

　過日の大師のパスト会長、次年度理事・役員の懇親会

の中で次年度第２５９０地区の行事としてディナーパー

ティーを開催します。これに対して川崎大師ＲＣが川崎

ＲＣの子クラブとして担当致します。

　私と清水さんと次年度の会長である鈴木さんを含めて

何度か打合せをしております。

　今年度９月１９日１８時より、横浜ロイヤルパークに

て開催いたします。芹洋子さんをお呼びしております。

皆様に是非ともご参加いただきたいと思っております。

会費は一人１５０００円で考えております。この事業に

ついては、地区事業として最低でも４００名以上参加し

て頂かないとチャリティとしての事業が成り立たないと

いう事ですので、各クラブとも会員の約20％以上の参加

を頂きたいという事で、新年度になったらまたアナウン

スをしていきたいと思っておりますので皆様のご協力を

宜しくお願い致します。

　　　　　　　　　次年度親睦委員会　水口　衛委員長

　次年度7月24日18時より、天龍にて暑気払い移動例会

開催します。鈴木年度最初の移動例会ですので多くの会

員の皆様のご参加をお願い致します。参加出欠の連絡は

7月17日までに事務局まで

　　　　　　　　　　　草野球同好会　中村　眞治監督

　6月12日（日）11時より池上球場で試合がありました。

エースの水口さんが６回までノーヒットノーランで押さ

えていたのですが、結果としては3対4で逆転サヨナラ負

けを致しました。反省するところは沢山ありますが監督

として１加勢に責められた時に、マウンドに行ってエー

スはじめ内野を集めて一言アドバイスと同時に間をおけ

ばよかったと思っております。我がチーム選手それぞれ

反省ばかりの試合でした。これを機会に頑張りたいと思

います。ご声援どうも有り難うございました。

　　　　　次年度雑誌・広報委員会　遠藤　悦弘委員長

　本日「ロータリーの友」をお配りしています。横書き

の26ページに2590地区の市川ガバナーのプロフィール紹

介が載っています。川崎ＲＣの斉藤文夫さんが書いてお

られますので一読いただきたいと思います。42ページに

は広島で田中作次ＲＩ会長が訪問したロータリー世界平

和フォーラムの記事が出ております。合わせてご覧いた

だきたいと思います。

　　　　　　　　職業奉仕委員会　　石渡　勝朗委員長

　例会後に1時40分からこの場で委員会を行います。ご

出席をお願いします。

退任挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　会計　　秦　琢二会員
　出席率の悪さで皆様に大変ご迷惑をお掛けしました事
は、ここで改めましてお詫びをさせて戴きたいと思いま
す。申し訳ありませんでした。仕事の都合とはいえご迷
惑をお掛けしまいた。
 ただ仕事はまだ会計は残っているという事で、引き続
き会計の処理をさせて頂きたいと思います。又次年度に
関しても皆様心配していると思いますが、私自身が一番
心配している責のあるSAに就くことになっています。皆
様に極力ご迷惑を掛けないように頑張りますのでよろし
くお願いしたいと思います。一年間有難うございました。

　　　　　　　　　　親睦委員会　　飯塚　元明委員長
　最初に一年経ったもう終わりなんだなと今日思いまし
た。先週話が出来なかったので何を話そうかと思ってい
たのですが、一年間振りかえると私がこのような大役を
やるのは、一番皆さん不安だったのではないかなと思い
ながら、何とか過ごして来れました。これも先輩方のお
蔭と感謝・感謝の気持ちで喜んでいます。
　最初の移動例会から屋形船などではビールが冷えてい
なかったり、いろいろ皆さんにはご迷惑を掛けたり、年
忘れ家族会ではビンゴの景品がなぜか家が一番多く当た
ってしまい、裏で操作をしているのではないか位あたっ
て申し訳ないと思っております。
　6月12日は最後の移動例会に皆様集まって頂き、盛大
にさせていただきました。皆さんありがとうございまし
た。私は勝手ながら会長幹事は心配しながら思っていた
と思います。好き放題やらさせていただき有難うござい
ました。
　今年一年で成長させてもらったと思います。次にやる
ときはもっと自信をもって、大きなことをやってみたい
という思いが新たにできました。成長させてもらったの
も会長幹事のお蔭だと思います。今年一年本当に有難う
ございました。

　　　　　　　　　国際奉仕委員会　　石川　庸委員長
　今年は正式に海外姉妹クラブと、来ていただくのは昨
年度来ていただいたので、今年はこちらから行く予定は
なかったのですが、台北からご案内がきまして３月に嶋
崎国際親善委員長が団長になり行って頂きました。今迄、
友好クラブでありました佐沼ＲＣと３０年来のお付き合
いをしてきたわけですが、今年の４０周年記念式典のウ
エルカムパーティにおき巻いて姉妹提携を結んだという
事が一番大きなクラブの歴史に残る記念になったウエル
カムパーティだったと思います。
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　私自身いたらない実行委員長でしたが、これから記念
誌の発行、決算報告があります。これはきちんと遂行す
るよう頑張ります。
　本当にご迷惑等をお掛けしましたが、ありがとうござ
いました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長
2005年7月入会
2006～2007年　クラブ幹事
2009～2010年　クラブ副会長
2010年10月27日　宮山指名委員長より2012～2013年度会
長指名。
12月6日　幹事候補者に矢野清久会員指名。副会長候補
者に岩井茂次会員・小林勇次会員を指名
2011年7月6日　増田昌美年度スタートと共にエレクトへ。
12月7日　クラブ総会にて、次年度理事・役員発表で緊
張感高まる。
2012年3月16日　ペッツでその緊張感はさらに上昇。
3月21日　ペッツ報告、地区行事等を踏まえ、第３回次
年度理事会。
5月9日　第7回クラブ協議会にて次年度活動方針発表。
6月20日　第6回次年度理事会（最終）
　この間も、プログラム委員長として、魅力ある例会プ
ログラムの段取りそして、40周年記念実行委員会準備委
員会等を開催など

2012年7月7日　横山年度スタート
9月19日　佐沼ＲＣ（６名）来訪　南三陸の現状につい
て卓話。その晩、友好クラブから姉妹クラブの話がでる。
12月19日　横浜ベイシェラトンにて家族会開催。
2013年2月22日　川崎日航ホテルにて４０周年記念ウエ
ルカムパーティー　第３４８０地区台湾西門ＲＣ第３６
５０地区韓国漢城ＲＣ第２５２０地区宮城県佐沼ＲＣを
お迎えして開催。また、佐沼ＲＣと姉妹クラブ締結調印
2月23日　横浜ベイシェラトンにて４０周年記念式典・
祝賀会開催。
　阿部孝夫市長・藤田隆乗貫首・露木雄二ガバナーをは
じめ日頃関わりの深い関係各位、第１・第２・第３クル
ープガバナー補佐はじめグループ内会長・幹事、姉妹ク
ラブ、会員、会員ご家族
一年間有難うございました。

　国際親善の方も又国際の委員会の方もそうなんですが
４０周年の幹事をお引き受けして、本当に皆さんに協力
を頂きました事、感謝を申し上げ国際の理事の退任の挨
拶とさせて頂きます。

　　　　　　　４０周年実行委員会　宮山　光男委員長
　実行委員会が正式に立ち上がったのが、２年前の増田
会長の時だったと思います。その前に準備委員会を立ち
上げさせて頂いて、幹事経験者の有能な方を中心にとい
う話が出ていました。
　私自身この重責に不安と責任の重さに毎日緊張してお
りました。
　いよいよ実行委員会がスタートしまして、この間20数
回の会合等を開かせて頂きました。まず皆さんにお詫び
しなくてはいけません。実行委員長として不手際が多々
ありました。
　第１点が人事の変更です。委員長、執行部の方々に大
変ご迷惑をお掛けしました。
　私自身の反省点として、10月位から本格的に実行委員
会の会議等を招集させて頂きましたが、全体会議と小委
員会と分けました。その際に細かいすり合わせが不十分
でした。特に若い方から「実行委員会が見えてこない」
というご指摘がございました。

　各委員長にはご尽力頂きましたが、行き違いがあり、
会議が粗雑になってしまったことも、私の不徳と致すと
ころです。
　最後に2月の前夜祭、当日の式典に関しましては、横
山会長をはじめとする執行部の方々、歴代会長の皆さま、
会員の皆さまの3分の2以上の出席をいただきました事、
本当にありがとうございました。

4頁 川崎大師ロータリークラブ　週報　第47号2013年7月3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

秦　琢二／竹内　祥晴／小泉　知寛

クラブ
会　報
委員会

第１回クラブ協議会　◇理事就任挨拶
　　　　　　　　　　◇今年度収支予算報告
　　　　　　　　　　◇行事予定　他

日時：平成２５年７月１０日(水)は通常例会です。


