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第2053回（本年度　第1回）例会　平成27年7月1日　－曇り－

●司　会　　中村　　孝ＳＡＡ
●槌の引渡し　　竹中　裕彦直前会長

●点　鐘　　竹田　正和会長
●斉　唱　　「国歌斉唱」「奉仕の理想」
　　　　　　　　　　　　　坂東　保則ソングリーダー

近隣ロータリークラブのご紹介　　　　竹田　正和会長

第2590地区第一グループ　ガバナー補佐 小林　和雄様
川崎南ロータリークラブ　　　　会長　船越　耕一様
　　　　　　　　　　　　　　　幹事　布川　悟史様
川崎幸ロータリークラブ　　　　会長　押山　兼二様
　　　　　　　　　　　　　　　幹事　土倉　護曜様
川崎中央ロータリークラブ　　　会長　中村紀美子様
　　　　　　　　　　　　　　　幹事　坂本　竜麻様
川崎マリーンロータリークラブ　会長　河口　武生様
　　　　　　　　　　　　　　　幹事　伊藤　恒満様

御挨拶　　　　第2590地区第一グループ　ガバナー補佐 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　和雄様

　皆さんこんにちは、ご紹介をいただきました小林です。
川崎南ＲＣ所属です。昨年は貴クラブの中村眞治ガバナ
ー補佐、一年間ご苦労様でした。いろいろご指導もいた
だきましたしご示唆もいただきました。第一グループの
各クラブのことを、事細かに引き継ぎをさせていただき
ました。本当にありがたく思っております。
　今日は近隣の第一グループの会長・幹事第一回目の表
　

敬訪問ということで貴クラブにお邪魔をしたわけです。
　朝方は結構激しい雨が降っておりましたが今は止んだ
ようでございます。これも竹田会長の日頃のご精進の賜
物か、或いはお大師様の御駕篭のお陰かわかりませんけ
れどもいちばん 初に大師クラブにお伺いをさせていた
だくというのは大変有り難く思っております。
　私どもの子クラブでもございますので竹田会長一年間
健康にご留意をされまして、大師クラブのトップリーダ
ーとして頑張っていただきたいと思います。第一グルー
プも7つのクラブになってしまいましたけれども、これ
から皆様方と手を携えながら一年間私の拙いガバナー補
佐だと思いますけれども、ご協力をいただきしっかりや
っていきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上
げます。

感謝状及び記念品の贈呈　　　　　　　竹田　正和会長
竹中　裕彦　直前会長
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坂東　保則　2014-2015年　副会長

岩井　茂次　2014-2015年　幹事

竹田年度スタートを祝して　乾杯　竹中　裕彦直前会長
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会長報告　　　　　　　　　　　　　　竹田　正和会長
①川崎中央ＲＣの３０周年記念誌　　回覧
②鈴木幹久会員　スポンサーピン　授与

幹事報告　　　　　　　　　　　　　　須山　文夫幹事
竹田年度幹事の須山でございます。一年間よろしくお願
いします。
①本年度の会誌をポスティング
②他クラブの例会変更　回覧
③理事会は次週に変更
④本日、午前中ガバナー補佐公式訪問
⑤第1回、第2回クラブ協議会につきましてメール･ＦＡ
　Ｘ配信、第2回クラブ協議会　各委員会発表スケジュ
　ール
⑥ガバナー月信およびロータリーの友 　配布

林会員、中村(眞)会員、小林会員、船木会員
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出席報告　　　　　　　　　　遠藤　悦弘出席副委員長
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野澤　隆行会員
　中村ガバナー補佐１年間ご苦労様でした。小林ガバナ
ー補佐これからよろしくお願いします。

宮山　光男会員
　竹田年度のスタートを祝して。

横山　俊夫会員
　竹田丸の船出を祝して一年間頑張って下さい。地区の
事も宜しく。

竹中　裕彦会員
　新年度のスタートおめでとうございます。今日から、
昼食を楽しめそうです。

岩井　茂次会員
　竹田丸の船出、おめでとうございます。須山幹事、矢
野副会長はじめ役員、理事の皆様よろしくお願い致しま
す。

小林　勇次会員
　竹田会長、須山幹事、理事の皆様１年間宜しくお願い
します。
　中村ＳＡＡ、沼田親睦委員長期待しています。

松井　昭三会員
　今日から竹田年度と成りました。一年間宜しくお願い
申し上げます。私は３０日間の禁煙を達成し、明日より
北海道へ行って参ります。

磯田　稔会員
　竹田会長一年間宜しく頑張って下さい。

沼田　直輝会員
　竹田会長１年間よろしくお願いします。クラブ会員が
楽しめるように親睦活動頑張ります。

金澤　康治会員
　竹ちゃん一年間楽しんで！☺

木村　秀文会員
　新年度スタートおめでとうございます。

牛山　裕子会員
　竹田丸の船出の日に、１年後に成果を上げて帰港され
ますよう祈念申し上げます。

須山　文夫幹事
１．竹田年度幹事を一生懸命務めさせて頂きます。
２．入会して丸１０年になりました。まだまだ勉強です。
何卒よろしくお願い致します。

竹田　正和会長
　２０１５～１６第１例会に、小林ガバナー補佐始め、
近隣クラブの会長、幹事の皆様ご来訪感謝申し上げます。
会員の皆様一年間よろしくお願い申し上げます。

スマイルレポート（ニコニコボックス）
　　　　　　　　　　　　　　　　　矢野　清久副会長

　副会長を仰せつかりました矢野でございます。一年間
よろしくお願いします。

第一グループガバナー補佐　小林　和雄様
　竹田会長、須山幹事、矢野副会長はじめ貴クラブの会
員の皆様一年間宜しくお願い致します。

川崎南ロータリークラブ　　船越　耕一会長
　　　　　　　　　　　　　布川　悟史幹事
　表敬訪問に参りました。竹田会長いつもお世話になっ
ています。今後ともよろしくお願いします。

川崎幸ロータリークラブ　押山　兼二会長
　　　　　　　　　　　　土倉　護曜幹事
　川崎幸ＲＣの会長押山と幹事の土倉です。本日の表敬
訪問宜しくお願いします。

川崎中央ロータリークラブ　中村紀美子会長
　　　　　　　　　　　　　坂本　竜麻幹事
　竹田会長、須山幹事、親クラブとしてこの一年ご指導
お願い致します。仲良く楽しい一年を！

川崎マリーンロータリークラブ　河口　武生会長
　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　恒満幹事
　本日は表敬訪問にお伺いしました。
　新年度のスタートに向けて、竹田会長、須山幹事をは
じめ、貴クラブ会員皆様にとって良い一年になります様
に、御祈念申し上げます。

川崎大師ＲＣ

野澤　隆行会員
　竹田会長、今までに蓄積されたロータリーの知識を大
いに発揮して、クラブ運営に活用してください。期待し
ています。

20１５－１６年度 国際ロータリー第2590地区世界へのプレゼントになろうBe a gift to the  world



本日のニコニコのテーマ
竹田丸の出航を祝して。
一年間素敵なハーモニーを奏でましょう。

矢野　清久会員、鈴木　幹久会員、中村　眞治会員
鈴木　昇二会員、船木　幸雄会員、島岡　榮基会員
秦　　琢二会員、猪狩　佳亮会員、出井　宏樹会員
遠藤　悦弘会員、坂東　保則会員、大藪　善一会員
黒澤　　穣会員、石渡　利治会員
　　　　　　　　　　　　　　　合計　１５，０００円

就任挨拶　　　　　　　　　　　　　　須山　文夫幹事

　竹田年度幹事を仰せつかった須山文夫でございます。
１年半ほど前に竹田さんから突然呼ばれ、幹事に成って
くれないかという話で、ほぼ呼ばれた段階で気づいてい
ましたがそこで断る理由もなく「はい」とほぼ二つ返事
で、幹事という大役の大きさを知らずに受けてしまった
のが運の尽きということで今日の場に成ります。
　ニコニコにも今日入れさせていただきました。入会し
てちょうど安藤さんの年度、前年度会長の竹中さんが幹
事だった年度のいちばん 初の例会に来させていただき
第2例会で入会式をさせていただきました。
　先日お亡くなりになりました久保榮博先生にバッチを
付けていただきました。それから早10年、私は10年間ロ
ータリーで何をしてきたのだろうと勉強「ロータリーは
人生道場だよ」、「ロータリーで仕事を追っかけちゃだ
めだよ」と先輩に言われました。
　紹介者の矢野さんからは「とりあえず飯食いに来れば
いいだけだよ」という形で誘われていました。とりあえ
ず水曜の昼はここに食べに来ればいいのかなという形で
参加させていただいて10年。この10年クラブのこととい
うのはほとんど青少年関係、米山も財団もちょっことず
つやらせていただきましたがそんなに詳しくはございま
せん。
　地区の方に出させていただき、13年ローターアクトを
立ち上げたときに「おまえ若いのだからローターアクト
一緒にやれよ」と金澤さんに言われてなんだか分からな
いうちにローターアクトにずーとはまってと言うか付き
合わされてと言うか、地区ローターアクト委員会まで行
きました。
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　地区は１回お休みさせていただいたら、今度はインタ
ーアクトへ行ってみなよと言われましたが、なぜかある
日突然ライラ委員会に行くことになっておりました。ラ
イラはあまり多くは語りません。そういうことになって
しまいました。竹中さんのお陰で私も大師から３人目の
委員長ということになってしまいました。
　そんなこんなで地区の方ばかり見させていただいて、
クラブ奉仕の方をあまりやっていなかったのでこの１年
半準備をするにも、いろいろな幹事の先輩岩井さんです
と矢野さんですとか、皆さんのお知恵を借りながら何と
か準備をしてきたつもりですが抜けはいっぱいあるよう
な気がしてまだなりません。
 今日もこういう場があるにも関わらず台本を作らずに
何も見ずに空で話そうと来ております。行き当たりばっ
たりの人生といってはあまり良くないのですが「何とか
なるさ」の気持ちでやっていきます。
　ただし竹田さんは前もっての準備が緻密な方ですので、
お尻を叩かれながら何とか間に合うように書類を準備さ
せていただいて、一年間一生懸命やらせていただきます。
是非宜しくお願いします。

就任挨拶　　　　　　　　　　　　　　竹田　正和会長

【奏でよう奉仕のハーモニー♪】

　本日の、この一年どうしたらいいのかずーと考えてい
ました。指名を受けたのが一昨年、野澤指名委員長から
「やってくれ」という話を伺いました。そのとき野澤さ
んの年度０７年－０８年度幹事をさせていただいた縁か
らこういうことになったのかと思います。
　その時の同期の会長が小林和雄さん、同期の副会長が
幸の押山さんでした。まだ次の週に山本さんとか来られ
る様ですが同期の会長でした。寂しいかな今はおられな
い、南の幹事は当時石川薫さんでした。鈴木幹久さんが
０７－０８年度アシスタントガバナーでした。
　次の年度は熟知して考えました。みんなで奉仕事業じ
ゃなくてもいいです、奉仕活動です。常に奉仕の心を持
った職業人を育てていきたいということで、当時、私が
幹事をさせていただいた時の会長野澤パスト会長に職業
奉仕理事を担当していただくことになりました。職業奉
仕というのは難しいのですが、職業奉仕を常に志してお
られる会員を育ててほしいというお願いをさせていただ
きました。
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　私は１９５３年生まれです。
　１９７３年２月２４日、ちょうど２０歳の誕生日を超
えた頃にこのクラブは川崎南ＲＣをスポンサーとして誕
生しました。当時は川崎東ＲＣでした。
　１０年後川崎大師ＲＣと名称を変更されました。どち
らがいいか分かりませんが、川崎東は永久欠番だろうと
いうことで牛山さんがいっておられましたのでそれいい
ね、永久欠番だねと思いました。
　当時私は２０歳で職業もままならない頃で、その翌年
にサラリーマンとして鶴見にある土井鋼材株式会社に入
社しました。約２０年営業を担当させていただきました。
３９歳の時、平成４年女川第二発電所に復水器（コンデ
ンサー）の材料約１万トンを供給して会社を辞め現在に
至ります。
　私がそこで育った当時の社長、会長が横浜東ＲＣに所
属していました。僕が川崎大師ＲＣを紹介された時に、
あの人がロータリークラブの人なのだから私はとてもと
てもそういう人間じゃないよというのが本音でした。と
言うのは横浜東ＲＣにおられる土井一雄さんというのは
雲の上の人だと思っていました。とてもそんなレベルの
人間じゃないというのが本音でした。
　それを紹介して無理矢理川崎大師に引きずり込んだの
が金澤康治さんと安藤賢一さんでした。当時は福原年度
で安藤さんが幹事でした。５７名から８０名に増強した
年でした。百木ガバナー年度でした。
　私は入会年日が怪しいのですが僕は６月１４日だと思
っています。５月３１日だったり６月７日だったりして
います。よく分かりませんが僕の中では６月１４日です。
　 後の一泊移動例会に金澤さんが「もう準メンバーみ
たいなもんだからゴルフやりに来ればいいじゃん」と言
われ、千葉でゴルフをして、その日の夜ホテルで宴会が
あるから言われて「はいわかりました」と出てきたら今
日入会式がありますとＳＡが、誰だろうと思いましたら
僕でした。浴衣にバッジをつけられたのが強烈に記憶に
覚えています。
　それから１５年経ちました。先月でちょうど１５年終
わりました。１５年の表彰状じゃないですけれど記念の
プレゼントもいただきました。早いですね１５年って、
５歳の子供が２０歳になっちゃうんですね。ビックリし
ました。
　川崎大師ＲＣにお世話になって良かったこと、悪かっ
たこと、泣きたかったこといっぱいあります。だけど一
つ一つは勉強だったのかなあと思っています。
　入った頃、非常に会社の景気が悪くなりまして、今の
建材屋さんの前に旭化成の仕事を少ししていました。へ
ーベルハウスに携わっていました。バブルは弾けたわ、
単価は安くなったわ、人間はいなくなっちゃったわと３
つくらいモグラたたきに合いまして、これは参ったなと
いうのが遠藤さんの年度で、ギリギリ守ったのですけれ
ど２年目に金澤さんの年度に会報委員長を仰せつかりま
した。中村さんが幹事さんでした。
　その年にパソコン化、ＩＴ化で会報・週報を作ってく
れと言われました。私、パソコン使ったことないよとい
う話から始めまして、その時久保さんと後迫さんちょっ
とだけＩＴにたけている人、今は全然それから比べたら
遙かにそういう時代ではないのだけれど貼り付けができ
るくらいのレベル。
　 初に金澤さんの会社にいた横山さんが手伝ってくれ
たのですがエクセルで作ってしまった。ウィンドウズ95
が当時のパソコンで重たくて動かない。ワードに切り替

えるのに夜中の１１時頃までやっていました。
　私が卓話を後ろで読みながら、前で後迫さんや久保さ
んが一生懸命打ってくれた。あと何行ある、５行ある、
５行作らなければいけないという感じで文句を作って卓
話を仕上げた記憶があります。
　１年後パソコン触れるようになっていました。ニコニ
コぐらいは打てるようになっていました。エクセルがど
んな物なのかも分かりました。計算もできるようになり
ました。ロータリークラブでお世話になって 大の功労
だったかなと思っています。
　それから１３年くらい今の制度をしていますが、さす
がに無理があるのでここはプロにお任せし、この年度は
お願いしようと思っています。それでもみなさんいろい
ろ経験してそれなりになったのかな、岩井さん、大槻さ
ん、清水さん他に無料奉仕でやっていただきました。そ
んな時代を通り過ぎて会報はいま現存するのかなと思っ
ています。
　「みんなで奏でよう　奉仕のハーモニー」ということ
でただＲＩも私たちの中では生きていますので少しＲＩ
のことを話させてもらいます。
　2015－16年度のＲＩの会長はスリランカ　コロンボＲ
Ｃ　Ｋ．Ｒ．“ラビ”ラビンドラン氏はＲＩのテーマと
して私たち世界のロータリアンに「世界へのプレゼント
になろう」Be a gift to the  worldと提唱されました。
　地位や身の上のかかわらず、才能、知識、能力、努力
そして献身と熱意など、誰でも与えることのできる何か
をもっているはずです。
　私たちは、ロータリーを通じて、これらを世界にプレ
ゼントすることで、誰かの人生に、そして世界に、真の
変化を起こすことができるはずです。
 私たちは皆、この世に生まれ、何でもつかみ取ろうと
しますが、この世を去るときにはすべてを残していきま
す。ロータリーを通じて私たちは、いつまでも続く、本
物の何かを残すことができるでしょう。私たちに与えら
れた時間は今です。この機会は二度と訪れるものではあ
りません。「世界へのプレゼントになろう」と述べられ
ました。これがＲＩからの私たちに送られたメッセージ
でございます。
　続きまして地区からのメッセージをご紹介させていた
だきます。
箕田敏彦ガバナー　横浜ＲＣ
　「ロータリーの原点とその心を大切にしよう」の地区
方針を発表されました。
　７つの重点目標の中でも特に教育研修の実施を一番に
挙げられております。ロータリーとは何かを知り、ロー
タリーを好きになるきっかけを与えられれば、退会防止
につながり、更には増強の原動力になります。と述べら
れています。私も会長の指名を受けた時点でクラブ内で
の学習の時間を設けたいと考えておりましたので異議な
しと私の中では思っております。
　今年度、副会長に矢野会員、幹事に須山会員、経験豊
富なお二人にお願いしました。またはじめての理事メン
バーに出井国際奉仕担当、竹内青少年奉仕担当、中村Ｓ
ＡＡ，石渡会計、船木社会奉仕担当、沼田親睦活動担当
にお願いしました。野澤パスト会長には無理な無理なお
願いをさせていただきました。職業奉仕担当をしていた
だくことになりました。どうしても共に歩み、見守って
いただきたい気持ちでお願いをいたしました。
　もう一度言います。「奏でよう奉仕のハーモニー♪」
をクラブのスローガンとさせていただきました。会員一
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人ひとりが、それぞれ人にやさしく奉仕活動を学び実践
し、みなで奏でたい、そんな気持ちで考えたスローガン
です。一年間のスローガンお付き合い願いたいと思って
います。
　ロータリークラブは一人ひとり価値観が違います。会
員の多様性により一つのパッケージでは無理があると思
っています。
　この一年それぞれのロータリーライフを楽しんでいた
だきたい。楽しみは無限大です。奉仕事業に参加も結構
でしょう、委員会活動も数多く開いて交流を深めるのも
結構でしょう、我がクラブには同好会もございます、野
球部、ゴルフ部、以前はカメラ部とかありましたがもし
これから推薦されるなら歓迎でございます。
　姉妹クラブとの交流、クラブ内また他クラブとの友人
との交流、これがあるからこのクラブに居たい、そんな
ロータリーライフを見つけていただきたい。魅力あるク
ラブ、誰もが誇れるクラブ、その原点は例会だと私は思
っております。心地良い例会を目指します。
　そしてロータリーを学ぶ機会を増やすことにしました。
そこでこの年度は「ロータリーの友」を会員みんなで読
み合せたいと考えております。ＲＩの月間テーマも変わ
りましたのでちょうどいい機会であると感じており、ロ
ータリーを学ぶ第一歩にしたいと思っております。
　今一度何より例会を大事に考えたい、理由はロータリ
ーの例会の一時間、それはみなさんの息抜きの一時間で
す。これは活動方針でもお話ししましたが、もう一度復
習します。業務のために緊張した心も体もリラックスし
ます。
　競争者のいない世界、警戒心を必要としない時間、こ
こで初めて我に返り反省が行われ、次第に本音の自分に
返ります。すなわち人間性が取り戻されて他人のことや
社会の問題等を考えるゆとりができます。すなわち心の
隅にあった善意の芽は育ち、考えていた奉仕を実行に移
す決意も生まれます。
　このような心境になることをポールは童心に帰るとい
われ先輩は神様になるといったのでありましょう。これ
が親睦から奉仕が生まれる過程でありロータリーの本質
の存ずるところであります。これはロータリー入門の22
ページでございます。この一節が私のロータリー生活15
年を支えてくれたと思っています。
　ロータリーの原点は週に一度の例会だということを思
いをはせながらホッとできるような一時間にしたい。ど
うしたらそのような例会になるのか皆さんお知恵をお借
りしながら続くよう工夫していきたいと考えております。
一つは渡辺プログラム委員長とともに考え、例えば財団
学友または髙濵会員によるミニ音楽会をお願いするのも
いいのかなとも思っています。
　次に奉仕事業、クラブ運営を目標とするならというこ
とで、直前の竹中年度において将来楽しみな若い人たち
が入会されました。そこでロータリー情報委員会をロー
タリー研修委員会にしました。ロータリー研修委員会を
中心に研修会を年5回程度開催していただきたいと思って
います。これは鈴木昇二ロータリー研修委員長にお願い
します。
　若い会員ばかりではなく会員皆で楽しく学び、親睦を
深める機会になればと思っております。具体的な目標と
して、
①退会防止に重きを置きながら純増3名を目標とします。
②出席の向上をお願いしたいと思っています。
③復興を願いながら南三陸町への奉仕事業、これは社会

奉仕、青少年奉仕共同でお願いしたいと思います。地区
補助金を使えればありがたいということで申請中でござ
います。
④2016年5月29日よりソウル国際大会に多くの会員で参
加したいと思います。
以上、4項目プラス前欄の心地よい例会をこの年度はめ
ざしたいと思います。
　五大奉仕部門の奉仕活動について継続事業・新規事業
いろいろございますが各理事、役員の方々に計画遂行を
お願いしておりますので、次週就任挨拶の中で具体的に
発表されると思っております。
　また地区へは鈴木幹久社会奉仕委員長をはじめ横山俊
夫ローターアクト委員長、危機管理委員、竹中裕彦グロ
ーバル補助金副委員長、牛山裕子米山奨学金増進副委員
長、鈴木昇二社会奉仕副委員長、渡辺富士夫職業奉仕委
員、永松慎太郎ローターアクト委員、須山文夫青少年交
換委員に当クラブより８名９委員会に所属が決定してお
り、地区のおける活躍が期待されます。クラブを挙げて
大限応援したいと考えております。

　平間寺の第２信徒課の皆さんにはこの一年もご厄介を
おかけします。どうぞよろしくお願いいたします。
　 後にチャーターメンバー、創立から一年までに入会
された私の中では準チャーターメンバーだと思っていま
すが、入会以来尊敬させていただきご指導いただいたメ
ンバーをご紹介させていただきたいと思います。今日は
お休みですが寺尾巌会員、布川二三夫会員、長島亨会員、
船山昭三会員の４名さんが当クラブがまる一年を経つか
経たないかの中で入会されました。
　チャーターメンバーは現在２人です。先月、久保榮博
さんが亡くなられたので３人が２人になってしまいまし
たが、大事に大事に思っており、これからもご指導ご鞭
撻いただきたいと思います。
　私は先輩を敬い、後輩にロータリーとは何かというこ
とで愛情を持った接し方をしたいと考えております。
　以上2015－16年度の指針を述べましたが会員皆様方そ
して副会長、幹事、理事、役員あらゆる役職の方々の協
力なくして私が行う会長職は遂行できません。どうぞロ
ータリーの友情をもって強烈なご協力をお願いします。
　 後になりましたがともに一年健康で実りあるロータ
リーライフをエンジョイしようではありませんか。私の
会長就任挨拶とさせていただきます。

●点　鐘　　竹田　正和会長

　今日は小林ガバナー補佐はじめ近隣のクラブの会長、
幹事殿、本当に足元の悪い中 後までお付き合いいただ
きましてありがとうございます。ご紹介漏れですが中村
直前ガバナー補佐本当にありがとうございました。お疲
れさまでございました。　

日時：平成２７年７月１５日(水)は

　　　第１回クラブ協議会です。

秦　琢二／坂東　保則／水口　衛／松本　和晃
クラブ
会　報
委員会

例会日：毎週水曜日　ＰＭ１２:３０～
例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館
事務局：〒210-0812　神奈川県川崎市川崎区東門前1-15-10　カーサ石井1F
Tel.044-277-7569 Fax.044-288-8550
URL http://www.kawasakidaishi-rc.com/　　E-mail:daisi-rc＠eagle.ocn.ne.jp

会　長
副会長
幹　事
ＳＡＡ

竹田　正和
矢野　清久
須山　文夫
中村　　孝
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