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第 1979 回（本年度 第 20 回） 例会 平成 25 年 11 月 20 日  晴 

 

●司会                秦 琢二 ＳＡＡ 

●点鐘               鈴木 昇二 会長 

●斉唱   四つのテスト  

     ♪ソングリーダー    須山 文夫 会員 

 

卓話者の紹介           鈴木 昇二 会長 

国際親善学友             大西 舞 様 

ゲスト紹介            鈴木 昇二 会長 

入会予定者            永松 慎太郎 様 

来訪ロータリアンの紹介     岩井 茂次 委員長 

本日はいらっしゃいません 

会長報告             鈴木 昇二 会長 

 

１、理事会報告 

２、川崎南 RC「卓話 プロゴルファー木戸愛」のご案内 

３、40周年決算の件 

４、2014国際ロータリー年次大会（シドニー大会）参加

旅行募集案内 

５、米山功労クラブ感謝状が届いています。 

６、ホストファミリーのお願いについて 

７、会長幹事会報告 

幹事報告             清水 宏明 幹事 

幹事報告（内部的なもの） 

１、平成 25年度川崎市政記念花火大会の報告と御礼 

２、ガバナー月信が届いています 

３、入会３年未満の新会員へのアンケート調査協力依頼 

４、12 月 4 日はクラブ総会です。出席をお願いします。 

５、他クラブの例会変更のお知らせを回覧します。 

出席報告          須山 文夫  出席委員長 

前回 11 月 13 日（夜間移動例会） 

会員数 対象者 出席 欠席

1978 回 55 43 22 21 51.16 ％

1976 回 55 44 29 15 65.91 ％

6 修正出席率 79.55 ％

出席率

前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

今回 11 月 20 日 

会員数 対象者 出席 欠席

1979 回 55 44 25 19 56.82 ％

1977 回 55 44 24 20 54.55 ％

8 修正出席率 72.73 ％

出席率

前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

10 月ホームクラブ 100％ 

布川 二三夫・鈴木 幹久・中村 眞治・竹中 裕彦 

清水 宏明・岩井 茂次・伊藤 佳子・須山 文夫 

秦 琢二・牛山 裕子・出井 宏樹    各会員 

10 月出席順位 

260％ 牛山 裕子 

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/


川崎大師ロータリークラブ 週報 第 20 号          ２０１３年１１月２７日 発行   2 頁 

 

 

Engage Rotary Change Lives ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を  2013-14年度 第 2590地区 

200％ 鈴木 昇二・清水 宏明 

180％ 竹中 裕彦 

160％ 中村 眞治・横山 俊夫 

140％ 鈴木 幹久・増田 昌美・岩井 茂次 

伊藤 佳子・水口 衛・秦 琢二 

120％ 野沢 隆幸・渡辺 冨士夫・石渡 勝朗 

須山 文夫・飯塚 元明・中村 孝 各会員 

入会祝・奥様誕生祝・会員誕生祝 岩井 茂次 委員長 

入会祝 

鈴木 幹久 会員     1987 年 11 月 4 日 

嶋崎 嘉夫 会員     1995 年 11 月 1 日 

奥様誕生祝 

横山 俊夫 会員 奥様 雅美様 

矢野 清久 会員 奥様 綾子様 

会員誕生祝 

安藤 賢一 会員 

細谷 重徳 会員 

横山 俊夫 会員 

清水 宏明 会員 

スマイルレポート（ニコニコボックス）前田 良賢 会員 

 

永松 慎太郎 様 

来月からよろしくお願いします。 

船山 昭三 会員 

ご無沙汰、致しております。 

横山俊夫会員 

妻の誕生祝ありがとうございました。 

竹田 正和 会員 

・大西さん本日はようこそ大師へお越し下さいました。財

団月間卓話よろしくお願いします。 

・島岡さん先日はごちそう様でした。 

・竹内さん先日はありがとうございました。床ピッカピカ

です。 

石渡 勝朗 会員 

職場訪問、みなさまのおかげで無事行うことができました。 

又、みなさまのおかげで叙勲されました。ありがとうござ

いました。 

清水 宏明 会員 

大西様卓話よろしくお願いします。 

牛山 裕子 会員 

竹田さん、ＣＨＯＷＡへおいで頂きありがとうございます。

息子が地域の方々のためのコミュニケーションの場とし

て営みデザイナーの家族が室内装飾しているアットホー

ムプレイスです。 

鈴木 昇二 会員 

① 国際親善学友の大西舞様ようこそお出で下さいまし

た。卓話宜しくお願い致します。 

② 先週の職場訪問、移動例会ご参加の皆さま、お疲れ様

でした。 

本日のニコニコのテーマ 

「大西様 卓話宜しくお願い致します。」 

竹内 祥晴・増田 昌美・船木 幸雄・前田 良賢・遠藤 

悦弘・岩井 茂次・出井 宏樹・宮沢 和徳  各会員 

委員会報告 

クラブ奉仕委員会        牛山 裕子 委員長 

11 月 15 日クラブクラブ奉仕委員長会議に出席してきまし

た。資料を配りましたので目を通してください。クラブ奉

仕は職業奉仕に次いで重要なポジションでありますので

クラブの事を良くわかっている P,P等が委員長になるべき

だと思います。横浜 RC の方と同じテーブルでディスカッ

ションしました。横浜 RC は現在 180 名のクラブで 1/3 が

地元、2/3 は転勤族です。地元は疲弊してるので 2/3 の転

勤族の方が重要な仕事をしている。特に単身赴任の方は時

間もあるので何でもこなしてくれているそうです。クラブ

の活性化や増強の参考にしてください。 

クラブロータリー財団委員会   竹田 正和 委員長 
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12 月 4 日 クラブ協議会～第 6 回理事会 

12 月 19 日 家族会 ニューグランドホテル 

１１月２１日１８時より事務局においてロータリー財団

の勉強会を行いますので、ご参加ください。 

職業奉仕委員会         島岡 榮基 委員長 

11 月 13 日の職場訪問ご苦労様でした。ユースキン製薬の

社長野渡さんは本年度の地区幹事を務められています。 

会社の姿勢はすばらしいものでお客様からクレーム等が

あった場合原則としてはそれが北海道でもすぐに対応し

ているとの説明に感銘しました。 

卓話者の紹介        

地区 R 財団 資金推進委員会  竹田 正和 副委員長 

2008-2009 国際親善奨学生       大西 舞 様 

卓話 イギリス留学から「カワサキ・シティ」

展について  

 

 

 

 

市民ミュージアムでは 10 月 12 日から開館 25 周年記念特

別展「カワサキ・シティー 日本を牽引する街」展を開催

しています。本展は私が初めて主担当者として準備したも

ので川崎の今を見つめ直し産業都市として発展してきた

過程を振り返りさらに川崎の未来を考える展示となって

います。昭和 38 年頃の川崎駅周辺のジオラマも私が監修

して制作しました。是非皆様にお越しいただきたく思いま

す。今日はありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 12 月 4 日（水） 

通常例会 

第 5 回クラブ協議会 年次総会 

：クラブ会報委員会： 

増田昌美／竹田正和／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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