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第 2051 回（本年度 第 45 回） 例会 平成 27 年 6 月 17 日   晴れ 

  

●司会             飯塚 元明 ＳＡＡ 

●点鐘              竹中 裕彦 会長 

●斉唱  ♪ソングリーダー    石渡 利治 会員 

                 「四つのテスト」 

 

 
 

本日の来訪ロータリアンの紹介 矢野 清久 親睦委員長 

川崎ＲＣ             大久保 公之 様 

 

今週の花言葉         横山 俊夫 花委員長 

アストランティア “ローマ”   

花言葉・・・「星に願いを」 

ヨーロッパ中部から東部が原産。花びらが星のような形を

して、線香花火を思わせる繊細な風情。ギリシャ語で星を

意味するアストラが語源だそうです。  

 

 

 

会長報告             竹中 裕彦 会長 

１．牛山会員が、ＲＩ年次大会 2015 年サンパウロ 

(6/7～10)にご出席なさいました。 

２．第 12 回定例理事会報告 

 ・漢城ＲＣ40 周年記念事業について 

 ・増田会員・澤口会員の退会と仲川文則会員の入会につ

いて 

幹事報告             岩井 茂次 幹事 

１．昨年 11 月に行われた地区大会の報告書が届いており

ます。 

２．今年度活動報告書の提出をお願い致します。 

３．他クラブ例会変更、週報を回覧致します。 

委員会報告 

社会奉仕委員会          水口 衛 委員長 

先日、殿町小学校の創立 50 周年事業で当ＲＣも関わって

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０
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例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館
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いた郷土資料室の畳表替え 28 帖分の工事が終わりました

のでご報告致します。 

出席報告          出井 宏樹 出席委員長 

2051 回 61 51 36 15 70.59 ％

2049 回 62 49 35 14 71.43 ％

3 修正出席率 77.55 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

 

メイクアップ 

須山 文夫・内田 省治・金澤 康治                      

各会員 

スマイルレポート(ニコニコボックス) 

                坂東 保則 副会長 

川崎ＲＣ             大久保 公之 様 

お世話になります。 

久保 博和 会員 

父、久保 榮弘の葬儀には大変お世話になりました。 

島岡 榮基 会員 

寺尾さん、昨日はおめでとうございました。 

宮山 光男 会員 

会長・副会長・幹事・理事役員の皆様、一年間ご苦労様で 

した。 

大藪 善一 会員 

先週のゴルフ大会、ラッキーな優勝でした。 

竹田 正和 会員 

坂東副会長、他理事役員の皆様 本年度は大変おつかれ様 

でした。 

矢野 清久 会員 

毎年恒例の季節に喘息になりました。ゴホゴホとご迷惑を 

おかけします。 

牛山 裕子 会員 

ＲＩ年次大会サンパウロは、遠い～処でした。来年はソウ 

ルです。皆さんご一緒に参加しましょう。 

竹内 祥晴 会員 

先日は、妻の誕生日にすてきな花をありがとうございまし 

た。 

猪狩 佳亮 会員 

一泊移動例会ありがとうございました。竹下さんと歌えて 

思い出になりました。 

松井 昭三 会員 

竹中年度の例会も役員退任挨拶２回のみとなりました。 

満開の あじさい寺に 雨薫る。 

金澤 康治 会員 

先日の移動例会、矢野さん、沼田さんはじめ皆様に大変お 

世話になりますた。 

磯田 稔 会員 

楽しみにしていた移動例会でしたが、所用で行かれません 

でした。申し訳ありません。 

岩井 茂次 幹事 

昨日、今年度最後の第１グループ会長幹事会が恵の本さん 

で行われました。恥ずかしながら「はまなべ」を初めて食 

べましたが絶品の美味しさでした！出席者全員に葛餅の

おみやげもいただき、伊藤佳子さんには大変お世話になり

ました。ありがとうございました！ 

竹中 裕彦 会長 

１． ゴルフコンペと一泊移動例会、ご出席の皆様お疲れさ 

までした。 

２． 草野球同好会の皆様、大変お疲れさまでした。横浜ス 

タジアムは頑張りましょう！ 

３． 理事・役員の皆様、１年間本当にありがとうございま 

した。 

本日のニコニコのテーマ 

副会長・理事退任挨拶です。１年間大変お世話になりなし

た。 

坂東 保則・横山 俊夫・水口 衛・沼田 直輝・ 

鈴木 幹久・牛山 裕子・鈴木 昇二・久保 博和 

布川 二三夫・野沢 隆幸・出井 宏樹・金澤 康治 

石渡 勝朗・黒澤 穣・内田 省治・寺尾 巌 

                     各会員 

 

国際奉仕            沼田理事退任挨拶 

 国際奉仕理事を 1 年間務めさせていただいて、またさら

にロータリー活動の意義や大変さを痛感しました。 

今年度は、佐沼ロータリークラブの 50 周年・漢城ロータ

リークラブの 40 周年が有り、なんて周年の多い年なんだ
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と思い、騙された感を痛切に感じながらスタートしました。 

しかし、始まってしまえばクラブの代表として大役を無事

にこなさなければと思い考えましたが、何せ相も変わらず

知らない事の連続で日々頭を抱え続けました。 

行事がある度に、会長・幹事始め水口さん・増田さんに例

年のやり方や、相手クラブの事を教えていただき何とかこ

なすことが出来ました。 

今年度の国際奉仕委員長としての経験をまた、次年度に生

かしてクラブ全体を明るい雰囲気に出来るようにがんば

りたいと思います。 

佐沼・台北西門・韓国漢城に一緒に行っていただいた会員

の皆様ありがとうございました。 

また、財団委員長を引き受けていただいた渡辺さん、米山

委員長を引き受けていただいた鈴木昇二さん、僕の知らな

い世界をすべてやっていただいてありがとうございまし

た。 

 
 

職業奉仕             大藪理事退任挨拶 

 まずは皆様方のご協力により無事役割を終えることがで

きましたことに対しお礼を申し上げます。 

１、職業指導委員会は石渡勝朗委員長のご努力により出前

授業を、南大師、大師各中学校に対し行う予定でしたが 

残念ながら大師中学校は悲しい事件が発生し中止せざる

を得なくなりました。 

ただし南大師中学校では外部講師の熱演もあり、受講した

全学生の真面目で真剣な態度には感心させられました。 

全く予想外でやりがいのある事業でした。ホームヘルパー、

警察，臨港バス、美容、日航ホテル各外部講師の方には厚

くお礼を申し上げます。 

２ 職業情報委員会は遠藤悦弘委員長のご協力により三

菱重工横浜製作所金沢工場を見学しました。風力発電機の

製造現場を見たかったのですが製作していなくて残念で

したが稼働中の完成品は見ることができました。 

３、最後は会員職業案内冊子を発行して任務完了とします 

 

 

社会奉仕             水口理事退任挨拶 

 

今年度１年間社会奉仕理事を務めさせていただきました

水口です。 

竹中年度がまだ活動する前の３月に地区補助金プロジェ

クトの申請を頼まれ、何をどうするのかも分からない状態

でしたが、安藤会員をはじめ、竹中会長・岩井幹事にお手
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伝いをしていただき「リアル交通安全教室」という大きな

プロジェクトを実施することが出来ました。 

また、１月・４月は年初ロータアクトクラブが行う予定で

した献血活動を中村孝会員、３月・４月は桜ポスター貼り、

撤去活動は石渡会員、６月の殿町小学校郷土資料室畳表替

えは竹中会長といろいろな方々の協力・参加がなければで

きないことばかりでした。今後もいろいろな委員会活動が

あると思います。今年度参加できなかった方も多くおられ

ると思いますが、是非参加をお願い致します。一年間ご協

力ありがとうございました。 

 

青少年奉仕             秦理事退任挨拶 

 

 本年度、インタ－アクトクラブは提唱がありませんでし

たので、インタ－アクトを立ち上げた際の関係者と話し合

い、再度立ち上げに関して調査・研究を行ってきました。

現時点では、再立ち上げは相当な困難を要することと感じ

ていますが、次年度以降も引き続き調査・研究は続けて言

っていただければと感じています。 

 つづいて、ローターアクトですが、こちらに関しては会

員数の減少により、例会を開くことが難しくなった事から、

本年度ローターアクトの解散を視野に入れた、調査・研究

を行ってきましたが、今年に入って、川崎大師平間寺様の

ご協力をいただき、再び活動できる可能性が出てきました。

次年度は活動できる環境を整えると共に、ローターアクト

の会員の更なる増強も必要かと考えます。 

 今年度、協力して頂きました理事役員の皆様、そして他

委員会の皆様、更に会員の皆様に感謝申し上げます。一年

間大変勉強になりました。これからもご指導ご鞭撻をよろ

しくお願いします。 

 

親睦               矢野理事退任挨拶 

 

今年の目標は皆さんに楽しんでいただくこと、そして自

分自身が楽しむこと、という事で、どういう風にやったら

コミュニケーションがはかれるかと思いいろいろ知恵を

絞りながらやってまいりました。 

一番最初にベイシェラトンでワインの飲み比べをしま

した。高いワインと安いワインを飲み、皆さんが分かるの

かという事でやりましたが、私はほとんど外しました。 

その後、暑気払いの時はロイヤルパークホテルにて中華

を頂き、創立記念例会ではロイヤルウイングのディナーク

ルーズもやりました。また楽しむ会という事で、春日山部

屋での相撲体験、家族を含めたバーベキュー、東門前の石

みやにてフレンチを頂くなど、数多くの事をやらせて頂き

色々と勉強させて頂きました。一年間有難う御座いました。 

 

会場監督            飯塚ＳＡＡ退任挨拶 

 この度、無事 1 年の任期を終え、こうして退任の挨拶が

出来ることに感謝しています。 来週もまだありますが合

計、年間を通して 46 回の例会で私の欠席はたしか？1 回

だけだと思います。とは申しましても１年の間には何かと

至らぬ点も多かったと思いますし、皆様の御協力無しには 

この大役をまっとう出来たとは思えません。 
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前年度のＳＡＡ秦会員よりの引継はＣＤ1 枚の膨大なデー

ターを受け取り、わからないことだらけの作業に戸惑いも

ありましたけれども例会では石渡ソングリーダーもほと

んどの例会で式をしていただきありがとうございました。 

また横山会員にはテーブルの花を毎週出していただき食

事をしながらの花言葉でよりいっそう華やかにおいしく

食べられたのではと思います。ありがとうございました。 

 矢野親睦委員長には月に一度の誕生日会を盛り上げて

いただき ありがとうございました。    

 また私での最大のイベント 2月のインターシティミーテ

ィングではＳＡＡを竹中会長に使命を受けてこんなだい

それた司会をやるとは思っていなく安易にＳＡＡを受け

ちょっと失敗したと思いながらシナリオを何度も作成し 

なおし当日までやっていました。 しかしながら、アシス

タントを一つ返事でやっていただき 私のフォローをして 

いただいた高濱会員には特に感謝しています。本当にあり

がとうございました。何とか大きな仕事ができたと思いま

す。 こうして一年間無事に大役をこなしてこれたのも岩

井幹事の特に前半離脱には不安すらおぼえましたが、逆に

自分が成長できました。いやみではございません、岩幹事

ありがとうございました。 

 最後になりますが、竹中会長にはこの貴重な体験をさせ

ていただきありがとうございました。これからのロータリ

ー経験には必ず役に立ち自分でももっと楽しんでやって

いきたいと思います。今後ともご指導の程よろしくお願い

申し上げまして退任の挨拶とさせていただきます。一年間

本当にありがとうございました。   

 

副会長             坂東副会長退任挨拶 

 

 今年度、竹中会長に副会長を仰せつかりましたが会長ス

ローガンに基づき、クラブ管理運営委員会委員長としての

立場より、大きく 3 つの目標（例会出席率向上・会員増強・

プログラム委員会の会員卓話）を中心に 9 つの委員会が協

力体制をとりながら進めさせて頂きました。 

出席委員会・会員増強委員会・プログラム委員会の皆様方

には、その目標の到達に少しでも近づけるよう大変なご協

力を頂きました。 

更にその 3 つの委員会のみならず、クラブ会報・IT 委員

会では毎週の週報作成、ロータリー情報委員会では、3 回

のﾌｧｲｱｻｲﾄﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、入会 3 年未満の会員の皆様方に対す

るオリエンテーション等、規定委員会では定款・細則変更

審議手続き等、他、会員選考、職業分類、雑誌広報の各委

員会の皆様方もクラブ管理運営委員会として大変なご協

力を頂きました事、またその情報伝達等につきましては事

務局に多大なお手伝いを頂きました事も重ねて御礼申し

上げます。 

ただ逆に副会長と致しまして、まだまだ会長の目標に到達

できるほどの役割が果たせなかった事、至らぬ点が数多か

った事もお詫び申し上げまして、私の退任の挨拶とさせて

頂きます。

 


