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第 1981 回（本年度 第 22 回） 例会 平成 25 年 12 月 4 日  晴 

 

●司会                須山 文夫 会員 

●点鐘               鈴木 昇二 会長 

●斉唱   四つのテスト  

     ♪ソングリーダー    増田 昌美 会員 

 

ゲスト紹介            鈴木 昇二 会長 

青少年交換学生     メアリー・アン・ワードさん 

 

 

来訪ロータリアンの紹介     岩井 茂次 委員長 

横浜本牧ＲＣ            佐々木 健 様 

川崎ＲＣ              永野 正  様 

川崎マリーンＲＣ          福嶋 安行 様 

 

新入会員のご紹介         船木 幸雄 会員 

1.永松 慎太郎（ながまつ しんたろう）さん 

職業：メットライフアリコ生命保険 AIU保険代理店 

自宅：横浜市旭区 

趣味：テニス・ゴルフ・スポーツ観戦・旅行 

 

新入会員のご紹介・認証式     鈴木 昇二 会長 

 

新入会員挨拶          永松 慎太郎 会員 

 

会長報告             鈴木 昇二 会長 

 

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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1.R青少年交換学生 嶋﨑君から定期レポートが届いてい

ます。回覧します 

2.地区より次年度地区委員推薦が来ております。すでに、

地区より個人的に依頼されている方がいましたら、幹事ま

で、ご報告下さい。 

幹事報告             清水 宏明 幹事 

1.ガバナ－月信が届いています。地区ディナーパーティー

（渡辺冨士夫委員長）の記事が出てますのでご一読を。 

2.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 

会員数 対象者 出席 欠席

1981 回 55 42 27 15 64.29 ％

1979 回 55 44 25 19 56.82 ％

12 修正出席率 84.09 ％

出席率

前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

メークアップ 

鈴木 幹久・野沢 隆幸・中村 眞治・竹中 裕彦 

渡辺 冨士夫・白石 浩司・水口 衛・小林 勇次・飯塚 

元明・沼田 直輝・中村 孝・内田 省治  各会員 

入会祝・奥様誕生祝・会員誕生祝   水口 衛 委員長 

入会祝 

林  鶴  会員     1991 年 12 月 4 日 

細谷 重徳 会員     1996 年 12 月 18 日 

布野 真治 会員     2001 年 12 月 5 日 

石渡 勝朗 会員     2004 年 12 月 15 日 

奥様誕生祝 

増田 昌美 会員 奥様 治美様 

布野 真治 会員 奥様 奈巳様 

石渡 勝朗 会員 奥様 公代様 

前田 良賢 会員 奥様 久美子様 

会員誕生祝 

中村 眞治 会員 

久保 博和 会員 

岩井 茂次 会員 

沼田 直輝 会員 

内田 省治 会員 

 

スマイルレポート（ニコニコボックス）小林 勇次 会員 

横浜本牧 RC 佐々木 健 様 

本日は、お世話になります。 

川崎 RC 永野 正 様 

本日はお世話になります。 

川崎マリーン RC 福嶋 安行 様 

横山さんにはいつも日赤奉仕団にてお世話となります。 

小林 勇次 会員 

・今年も残すところあと１ケ月です。かぜをひかない様 

 がんばりましょう。 

・永松様入会おめでとうございます。 

竹田 正和 会員 

寒くなりました。お正月まで今少しです。頑張りましょう。 

清水 宏明 幹事 

12 月 14 日に横浜市磯子区に新しい施設をオープンする事

になりました。 

牛山 裕子 副会長 

水口さん、先日はクロスストリートにお出まし頂きありが

とうございました。手作り寄席舞台、お気に召しましたで

しょうか。 

鈴木 昇二 会長 

本日は、クラブ総会がございます。明日の大師を担う大事

な協議会です。どうぞ、宜しくお願い致します。 

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。 

飲みすぎには注意しましょう。」 

水口 衛・増田 昌美・竹内 祥晴・船木 幸雄・嶋崎 嘉

夫・矢野 清久・石渡 勝朗・大藪 善一・坂東 保則・ 

中村 眞治  各会員 
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委員会報告 

親睦活動委員会          竹中 裕彦 会員 

年忘れ家族会の季節になりました。12 月 19 日（木）です。

18 日（水）の例会はありません。お間違えの無いよう。ま

た今年はご家族が参加しやすいよう小学生以下（含む）は

無料としますので多くの会員、ご家族の参加をお待ちして

おります。 

社会奉仕委員会         岩井 茂次 委員長 

1 月 4 日川崎大師駅前にて、社会奉仕委員会として新春献

血活動を実施しますので、ご参加のほどよろしくお願いし

ます。 

 

第 5 回クラブ協議会・総会 

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27名）成立 

1）選出までの経過 

10月16日 指名委員会開催   野沢 隆幸指名委員長 

2）指名委員会発表       大藪 善一副委員長 

 

鈴木会長が定款細則にのっとり、９月４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１６日指名

委員会を開催致しました。結果、下記の方々を指

名委員会全員一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  竹田 正和 会員 

次年度役員候補者 

副会長 坂東 保則  会員 

幹事  岩井 茂次  会員 

会計  須山 文夫  会員 

会場監督  飯塚 元明  会員 

次年度委員会理事候補 

職業奉仕  大藪 善一  会員 

社会奉仕  水口 衛   会員 

国際奉仕  沼田 直輝  会員 

青少年奉仕 秦  琢二  会員 

親睦活動  矢野 清久  会員 

指名委員会メンバー  

野澤、大藪、細谷、渡辺、増田、横山各会長経験

者  鈴木（昇）会長  

指名委員会オブザーバーメンバー  

竹中会長エレクト、清水幹事  

3) 会員承認 

全員の拍手にて承認された。 

会長ノミニー挨拶      竹田 正和会長ノミニー 

 

会長ノミニー  竹田 正和（たけだ まさかず）会員 

履歴 

１９５３年２月３日生まれ  ６０歳 

(有)加紋商店 代表取締役 

〔ロータリー歴〕 

２０００年６月７日    入会 

２００１～２００２年度  クラブ会報 IT 委員長 

２００２～２００３年度  雑誌広報委員長 

２００３～２００４年度  会場監督 
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12 月 19 日 家族会 ホテルニューグランド 

12 月 25 日 休会 

H26 年 1 月 1 日  休会 

1 月 4 日  川崎大師駅前 献血活動 

1 月 8 日  新春 4RC 合同例会 

２００４～２００５年度  国際奉仕委員長 

２００６～２００７年度  会計 

２００７～２００８年度  幹事 

２００８～２００９年度  米山奨学事業委員長 

２００９～２０１０年度  職業情報委員長 

２０１０～２０１１年度  副会長 

２０１１～２０１２年度  人間尊重委員長 

２０１２～２０１３年度  米山奨学事業委員長 

２０１３～２０１４年度  ロータリー財団委員長 

２０１３～２０１４年度 地区資金推進委員会副委員長 

米山功労者 ベネファクター マルチプルポールハリスフ

ェロー 

次年度三役挨拶              竹中 裕彦会長エレクト 

 

坂東 保則 次年度副会長

 

 

岩井 茂次 次年度幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年交換学生     メアリー・アン・ワードさん 

12 月 2 日エチオピア民族舞踊団 川崎公演にて 

 

 

 

 

次回例会 12 月 19 日（木） 

年忘れ家族会 

ホテルニューグランド 点鐘 18：00 

：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 


