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第 1961 回（本年度 第 2 回） 例会 平成 25 年 7 月 10 日  晴れ  

 

●司会            須山 文夫 副ＳＡＡ 

●点鐘               鈴木 昇二 会長 

●斉唱  奉仕の理想 

     ♪ソングリーダー    増田 昌美 会員 

表敬訪問ＲＣのご紹介       鈴木 昇二 会長 

川崎南ＲＣ         会長  近藤 雅修 様 

  〃           幹事  工藤 幸弘 様 

新川崎ＲＣ         会長   近藤 滿 様 

  〃          副会長   江原 哲 様 

 

 

 

 

 

本日のゲストのご紹介       鈴木 昇二 会長 

殿町２・３丁目町内会   会長   相澤 弘保 様 

  〃          会計   高橋 敏雄 様 

元会員               谷澤 幹男 様 

入会予定者             宮沢 和德 様 

米山奨学生   横浜田園ＲＣ ﾁﾗｱﾑﾇｱｲﾎﾟﾝ ｼｽﾓﾝ 様 

来訪ロータリアンのご紹介    飯塚 元明親睦委員 

 

 

 

 

川崎ＲＣ              山本 浩文 様 

〃                渡辺 一史 様 

川崎中央ＲＣ           中村 紀美子 様 

〃                飯島 美代 様 

横浜田園ＲＣ             小嶋 優 様 

7 月入会祝・会員誕生祝・奥様誕生祝 

入会祝 

・横山 俊夫会員      2000 年 07 月 05 日 

・石川  庸会員      2001 年 07 月 25 日 

・白石 浩司会員       2002 年 07 月 17 日 

・岡  真治会員       2003 年 07 月 02 日 

・武者 惠吾会員       2004 年 07 月 21 日 

・須山 文夫会員       2005 年 07 月 13 日 

・小林 勇次会員       2006 年 07 月 05 日 

・牛山 裕子会員       2006 年 07 月 12 日 

・坂東 保則会員         2008 年 07 月 30 日 

会員誕生祝 

・渡辺冨士夫会員  

・矢野 清久会員  

・水口  衛会員  

奥様誕生祝 

・遠藤 悦弘会員 奥様      セツ子様 

・小泉 敏和会員 奥様       響子様  

・嶋崎 嘉夫会員 奥様       篤子様  

・須釜 賢治会員 奥様       富子様  

会長報告             鈴木 昇二 会長 

１、ＩＭの報告書が届いています。 

２、大本山川崎大師平間寺様より、第 37回塩原温泉川崎

大師厄除不動尊年祭法要のご案内を頂いております。 

第 41期 

会 長 鈴木昇二 

副会長 牛山裕子 

幹 事 清水宏明 

ＳＡＡ 秦 琢二 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０

  Tel.044-277-7569  Fax.044-288-8550 

URL http://kawasakidaishi-rc.com/   E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 

 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館

 

http://kawasakidaishi-rc.com/
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３、理事会報告 

４、第１グループ会長幹事会報告 

５、桜基金調印式報告 

幹事報告             清水 宏明 幹事 

１、名簿の内容を確認願います。 

２、他クラブの例会変更のお知らせを回覧いたします。 

出席報告          須山 文夫 出席委員長 

会員数 対象者 出席 欠席

1961 回 53 45 30 15 66.67 ％

1959 回 55 46 31 15 67.39 ％

3 修正出席率 73.91 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

出席率

 

メークアップ             

林  鶴・嶋崎 嘉夫・小林 勇次       各会員 

６月ホームクラブ出席 100％ 

宮山 光男・横山 俊夫・矢野 清久・岩井 茂次 

鈴木 昇二・須山 文夫・中村 孝       各会員 

６月出席順位 

350％ 横山 俊夫    275％ 矢野 清久 

150％ 増田 昌美・清水 宏明・鈴木 昇二・牛山裕子 

各会員 

スマイルレポート（ニコニコボックス）小林 勇次 担当 

横浜田園ロータリークラブ       小嶋 優 様 

川崎大師ＲＣの皆様、こんにちは！本日は宜しくお願い致

します。 

川崎南ロータリークラブ    会長 近藤 雅修 様 

               幹事 工藤 幸弘 様 

鈴木会長、清水幹事の新しい船出 大変におめでとうござ

います。貴クラブのますますのご発展をお祈り申し上げま

す。 

新川崎ロータリークラブ     会長 近藤 滿 様 

               副会長 江原 哲 様 

本日はお世話になります。宜しくお願い致します。 

川崎ロータリークラブ        山本 浩文 様 

今年度もメーキャップでお世話になります。大師ＲＣの皆

様には、今年度地区チャリティーディナーパーティ開催で

大変お世話になります。よろしくお願いします。 

川崎中央ロータリークラブ     中村 紀美子 様 

清水さん、先日は、弟が大変お世話さまになりました。 

川崎中央ロータリークラブ      飯島 美代 様 

お世話になります。 

船山 昭三 会員 

途中で退席いたしますので。 

遠藤 悦弘 会員 

①鈴木丸の出航を祝して。 

②女房に誕生祝の花をありがとうございます。 

横山 俊夫 会員 

暑い日が続きますので、お体にご自愛ください。 

石川 庸 会員 

近隣クラブの皆様、ヨウコソお出で下さいました。本日、

済みませんが早退致します。 

白石 浩司 会員 

皆さん久しぶりです。元気そうで何よりです。お付き合い

宜しくお願いします。 

飯塚 元明 会員 

須山様、我が社のエアコン 突然の修理対応ありがとうご

ざいました。 

小林 勇次 会員 

第一グループの皆様、殿町町会の相澤様、高橋様１年間宜

しくお願い致します。 

清水 宏明 幹事 

近隣ロータリークラブ会長、幹事様表敬訪問ありがとうご

ざいます。 

牛山 裕子 副会長 

野沢パスト会長のご縁で、横浜田園クラブの米山奨学生シ

スモンさんが、茶道の見学に来られました。カウンセラー

小嶋様、酷暑の中シスモンさんをご案内頂きありがとうご

ざいます。 

鈴木 昇二 会長 

①川崎南ＲＣ 会長・幹事様、新川崎ＲＣ 会長・副会長

様、表敬訪問有難うございます。今日は楽しんで下さい。 

②シスモンさん、ようこそいらっしゃいました。 

本日のニコニコのテーマ 
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7 月 26 日（金）大師中学校 

 職業奉仕委員会「夏休み総合講座」 

「鈴木年度理事・役員に大きな期待をして。」 

石渡 勝朗、長島 亨、増田 昌美、中村 孝、 

坂東 保則、布川 二三夫、伊藤 佳子、竹内 祥晴、 

竹中 裕彦、中村 眞治、岩井 茂次     各会員 

委員会報告 

地区青少年交換委員会      地区委員 竹中裕彦 

7 月 6 日第一回地区ＹＥ委員会及び派遣学生の結団式と壮

行会が行われ、市川ガバナーはじめ約７０名の関係者の方

が参加し、当クラブからは嶋崎会員のご子息、嶋崎健一郎

氏が参加しました。8 名の元気な決意表明を聞き１年後の

報告会が楽しみになりました。当クラブからは鈴木会長 

伊藤新世代委員長が出席しました。 

地区ローターアクト委員会    地区委員 横山俊夫 

７月７日、世界に先駆けて 44 回目の年次大会が開かれ２

００名以上の参加がありました。当クラブからは鈴木昇二

会長、清水宏明幹事、牛山裕子副会長が出席されました。

今期は新横浜ＲＡＣ・ベイフロント横浜ＲＡＣが加わり６

クラブのスタートとなります。大師ＲＣの皆様も大師ロー

ターアクトクラブのご支援をお願いします。 

クラブプログラム委員会      委員長 鈴木幹久 

クラブの活性化と卓話の充実の為、会員の方々がどのよう

な卓話を望んでいるのかアンケートをお配りしますので

お願いします。又卓話者の紹介をお待ちしてます。 

ローターアクト委員会      委員長 飯塚 元明 

7 月 10 日水曜日 19 時 30 分に川崎市産業振興会館で第一

例会を開催します。3 名から増強し 11 名でのスタートとな

ります。まだ増強予定ですので、皆さまご協力をお願い致

します。 

 

第１回クラブ協議会 

社会奉仕委員会         委員長 岩井 茂次                      

今年度は継続事業の実

践を柱に、地区補助金

を活用して「ＡＥＤと

応急手当」の講習会を

地域中学生および教職員の皆様とともに行います。事業の

実践は秋以降に多くなる予定ですが、「今、何をすべきか」

を策定しながら実践してまいります。会員皆様のご協力を

お願い致します。 

国際奉仕委員会         委員長 坂東 保則 

「未来の夢計画」グ

ローバル補助金の計

画を視野に、社会奉

仕委員会との連携を

ふまえ、また、米山

奨学生についても単に寄付だけではなく将来日本と諸外

国を結ぶ「懸け橋」となる人材育成を目標として、姉妹ク

ラブに対しても交流を活発にしたいと思います。 

新世代奉仕委員会        委員長 伊藤 佳子  

青少年交換学生としてアメ

リカからメリーアンワード

さんをお預かりすることに

なりました。全て牛山副会

長にお任せというかたちに

なってしまい大変ご苦労を

おかけしますがどうかクラブ全員で協力してお迎えした

いと思います。元米山奨学生の喬君から横浜国大の後輩を

中心に多くのローターアクターを紹介していただき昨年 3

名から 11名となりましたが支援していきたいと思います。 

会計               会計 炭谷 博功 

今年も会員減少で厳しいクラブ財政となっておりますが

資金管理、財務管理をし

っかりし、入金・出金を

的確に把握して大切な会

費を有効に使いクラブ運

営に寄与できるよう心掛

けます。 

 

 

 

 

 

次回例会 7 月 24 日（水） 

移動例会  中華料理 天龍本館 18：00 点鐘 

：クラブ会報委員会： 

増田昌美／須山文夫／飯塚元明／竹中裕彦 

水口 衛／岩井茂次／中村 孝 
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