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●司　会　　星野祐治ＳＡＡ

●点　鐘　　遠藤悦弘会長

●斉　唱　　「我らの生業」　森田尊久ソングリーダー

ゲストのご紹介　遠藤悦弘会長

川崎大師ローターアクトクラブ

幹事　元山聡寿様

ご挨拶

川崎大師ローターアクトクラブ　幹事　元山聡寿様

本日は例会に参加させていただきありがとうございま

す。生憎会長、会計は所用で急にお休みとなってしまい

申し訳ございません。

18日から22日に開催される風鈴市、21日に合わせて献血

活動をするのでご案内にまいりました。

風鈴市の期間は大変多くの皆様方が川崎大師境内にきて

いただき、全国各地から集められた風鈴を購入する、お

大師様にお参りをするという機会です。この機会に合わ

せて献血活動をすることをお話をいただき、赤十字の方

と話をして21日にやろうということになりました。

そういった段取りを組みました。是非皆様方におかれま

しても、少しのお時間でも結構ですので、ご参加いただ

ければと思います。どうぞよろしくお願い致します。

時間：午前中は9時30分～　午後は12：30～

場所：大山門（本堂正面にある門の左手にテントを張っ

て募集活動をします）

当日もお待ちしております。どうぞよろしくお願いしま

す。

会長報告　遠藤悦弘会長

地区より西日本豪雨に対して被災地支援、義援金募集の

要請がきています。

　平成30年7月西日本豪雨被災地支援の義援金ご協力を

前略

広島県、岡山県、愛媛県を中心に西日本の広範囲にわた

り平成最大といわれる被害をもたらしている豪雨被災地

のため当地区としても現地の現状対応から復興に向けて

の支援をいたしたく、まずは取り急ぎ下記により義援金

へのご協力をお願いすることにしました。被災地域が広

範囲で現地も混乱しており具体的にどのような支援を行

うかにつきましては現在、被災地各地から情報を追いつ
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つガバナー会議などにおいて検討中でございます。

方向性が固まりましたならば追ってお知らせをいたしま

す。つきましては被災地支援を検討のクラブにおかれま

しては是非下記により協力を賜わりたくよろしくお願い

申し上げます。

義援金金額　会員一人当たり1,000円以上

送金期限　　8月10日金曜日まで

要請が来ています。このようにきておりますので当クラ

ブとしては募金箱を回させていただくことに致しまし

た。本日も用意をしてございます。皆さんのお席にぐる

りと回していただきますようお願いしたいと思います。

①7月12日㈭猪狩幹事と川崎マリーンRC表敬訪問を行い

ました。近隣クラブの表敬訪問は全て終りました。

②川崎大師平間寺様よりクラブ宛てに暑中見舞いを頂き

ました。

③本日例会終了後、新旧三役にて川崎大師平間寺　藤田

貫首へご挨拶する予定です。

④7月14日（土）「2018-19年度ロータリー青少年交換学

生　派遣学生オリエンテーション結団式並びに壮行会」

が行われました。鈴木昇二副会長と出席してきました。

⑤7月20日第1グループ会長・幹事会が開催されます。私

と猪狩幹事とで出席する予定です。　

幹事報告　猪狩佳亮幹事

①回覧（7/21ローターアクトクラブ献血活動出欠、他ク

ラブ例会変更の案内、他クラブの週報）

②配布物（2018-19年度活動計画書）

　8/29ガバナー補佐訪問でも使用いたします

③第17回ロータリー囲碁大会のご案内（受付に掲示）ご

興味のある方はご覧下さい。

④本日例会終了後　午後1時より第1回クラブ協議会を行

います。会員の皆様、最後まで御出席をお願いします。

⑤来週7/25は暑気払い移動例会が行われます。信徒会館

での昼の例会はありません。午後6時から食道園で焼肉

を美味しく頂きます。

メイクアップ

野澤隆幸会員、大﨑克之会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）林　鶴副会長

布川　浩会員

川崎大師ローターアクトクラブの皆様、本日はようこ

そ！献血頑張りましょう！

松井昭三会員

丹精の大日如来像を出井様のお陰で川崎大師に奉納する

ことが出来ました。有難う御座いました。

今日から風鈴市が始まりました。

牛山裕子会員

川崎大師RACの皆様、ようこそ例会にお出まし頂きまし

た。今年度もお元気で活躍されますよう祈念申上げます。

猪狩佳亮会員

川崎大師ローターアクトクラブ元山幹事ようこそお越し

下さいました。例会をお楽しみ下さい。

出席報告　　　　　　　　　　　　伊藤佳子出席委員長

2193回

2191回
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前々回の修正　メークアップ 名2 80.49
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修正出席率



3頁川崎大師ロータリークラブ

2018-19年度 国際ロータリー第2590地区インスピレーションになろうBE THE INSPIRATION

鈴木昇二副会長

川崎大師ローターアクトクラブの皆さん、ようこそおい

で下さいました。ロータリークラブの例会楽しんで行っ

てください。熊倉会長、元山幹事、新井会計、３人で力

を合わせクラブの発展を宜しくお願い致します。

遠藤悦弘会長

猛暑日が続いております。健康管理にはお気を付け下さい。

本日のニコニコのテーマ

暑い日が続きますが、今日もみんなでニコニコ！例会を。

皆様どうぞご自愛ください。

野澤隆幸会員、内田省治会員、水口　衛会員

小林勇次会員、星野祐治会員、寺尾　巌会員

林　鶴副会長、工藤和弘会員、中村眞治会員

秦　琢二会員、伊藤佳子会員、森田尊久会員

竹中裕彦会員、岩井茂次会員　合計33,000円

委員会報告

●親睦委員会　内田省治委員長

来週第1回目の暑気払い移動例会が開催されます。現在

21名の方が参加です。まだまだ人数には余裕があります。

25日6時～食道園です。検討中の方々はぜひご参加いた

だけるようお願い致します。最終申し込みは24日5時ま

でにご一報をいただければありがたいです。

会費集金まだのかたは帰りに私の方までお願いします。

●ローターアクト委員会　布川浩委員長

7月21日川崎大師ローターアクトの献血は出席いただけ

ればメイク扱いとなります。途中参加、途中退出でも構

いませんので多くの皆様の参加をお願いします。

●閉会宣言並びに点鐘　遠藤悦弘会長

第1回クラブ協議会
活動計画書　遠藤悦弘会長
収支予算案と行事予定の案内になります。
収支予算案ですが本日坂東会計が仕事の都合で欠席とな
っておりますので、行事予定と一緒に幹事から報告させ
ていただきます。

猪狩佳亮幹事
本日説明させていただくのは48Ｐ～51Ｐの部分です。8
月29日ガバナー補佐訪問があります。その時にこの冊子
を使って理事の方、委員長の方にガバナー補佐に対して
ご説明をいただくということになりますので全会員にお
持ちいただくことになります。今日、お受け取りになっ
て8月29日忘れずにお持ちになってください。よろしく
お願いします。

収支予算計画　猪狩佳亮幹事
48P、49P　なかなか予算書をじっくりとみない方もいら
っしゃると思うのでまずは大枠だけ話をします。
48Ｐ　Ｉ　一般会計があります。
収入の部　会費支出を中心とした収入　支出の部　奉仕
活動その他もろもろの支出の内訳がかいてあります。支
出の部についてさらに詳しいものが49Ｐに書いてありま
す。そのような構成になっています。
48Ｐ下半分は　Ⅱ　特別会計、ニコニコです。
ニコニコ収入が入ってきて一部奉仕活動費に充てるとい
う構成になっています。
48P　収入の部です。予算規模がかなり縮小していると
いうことをご理解いただきたいと思います。
収入の部の本年度予算額が遠藤年度の予算額です。その
横にある前年度予算が岩井年度の予算です。
一番下に収入合計が書いてあります。今年度予算は
14,590,000円です。前年度予算は17,665,000円です。お
よそ300万円差があるということです。その理由となる
のが主に会員数の減少。右の欄備考欄に30万×44名、18
万×5名と書いてあります。会費収入です。通常会員の
方は年会費30万円、特定会員会費は18万円ということで
それぞれ人数をかけ算したものが計上されているところ
です。44名と5名で49名ですが入校するタイミングの関
係で48名でスタートしています。1人退会情報を反映し
きれなくて49名で予算が組まれていますが、48名でスタ
ートしています。
特定会費会員の方が1人減っているという状況になりま
す。今は通常会費と特定会員会費でその下にある新会員
会費というのが新に横山増強委員長を中心に増強活動を
して、2名の増強活動をしたいと年度の真ん中くらいで
入会いただくという想定で計上しています。それに伴っ
て入会金が5万円にお二人を掛けて10万円。雑収入は少
しあるかなというところで17,665,000円になっていると
いうところです。支出の部は後ほど49Ｐで詳しく話をさ
せていただきます。

Ⅱ　特別会計で収入の部　ニコニコ収入は200万円で前
年度と同様の予算を組んでおります。
ニコニコのテーマは幹事が考えるのですが、今日のニコ
ニコのテーマに今日、ニコニコを楽しみましょうとニコ
ニコの言葉が入っていたのをお気づきいただけました
か？幹事がニコニコのテーマを楽しめるようなテーマを
考えていきたいと思いますので是非、毎回受付のところ
で楽しみにしていただければと思います。200万円を目
指します。ニコニコ収入を支出の部のところで各奉仕活
動、職業奉仕は10万円とか社会奉仕は30万円とか国際奉
仕、青少年などなど奉仕活動に充当をしていくというこ
とになります。この中で国際奉仕のところが去年が60万
円で今年が20万円と40万円減額となっていますが、昨年
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日時：平成３０年８月８日㈬・１５日㈬は
　　　定款諸規定に則り

　　　です。
布川　浩／秦　琢ニ／船山　佳則／森田　尊久

クラブ
会　報
委員会

休会

は45周年があった関係で45周年の式典に来ていただいた
方に接待などをする費用として少し多めに計上しました
が、今年は周年はございませんので20万円と平常通りの
金額を計上しているということです。上から5番目桜基
金は去年をもって終了ということですので今年は予算を
計上しておりません。予備費などあり周年積立金に100
万円を目指すということが努力目標です。
49Ｐ　会合費、委員会費、分担金、事務局費、その他経
費　５つの大分類に分れています
会合費の例会費　ロータリークラブのメインとなるもの
にかかる経費です。3,028,400円。今年は42回予定して
おります。35人位を平均してお願いするというところと
4クラブ、3クラブの移動例会がある所でクラブの数で割
るんです。合計した金額が3,028,400円です。
登録費35万円、地区研修協議会の登録費、会長幹事会が
年に7～8回あります。それに出席するときの会費含めて
登録費35万円を計上させていただきました。
登録助成金は地区大会　11月に出席するところで一人1
万円人数分かけ算をして計上しています。
委員会費、まず一番上からクラブ会務奉仕、担当のお二
方が担当ですがこれは例年通り。右の備考にどんなもの
が入っているのかがいれてあります。イメージしていた
だきながらご覧下さい。去年と同様50万円。毎年会員名
簿や名刺などやお護摩、役員章などかかります。職業奉
仕から下が職業奉仕、にこにこ充当、社会奉仕、にこに
こ充当、国際奉仕、にこにこ充当、青少年奉仕、にこに
こ充当と一般会計と特別会計が上下２段並んでいます。
例えば職業奉仕でいえば５万円は一般会計から計上し、
にこにこ充当というのはⅡ特別会計のところから充当す
るという組み立てになっています。
職業奉仕としては5万円と10万円で15万円を使えるとい
うイメージです。社会奉仕も10万円と30万円と国際奉仕
も5万円と20万円、青少年が5万円と20万円と本予算を中
心に先ほどの収入が減っているというところが影響して
どうしても奉仕活動の本予算に影響してきている。それ
ぞれ減額になってきているというのが現状です。国際は
さっきいった通りで収入がないのでだいぶ減らしました
が、ニコニコは概ね昨年通りというところで計上してい
ます。親睦が150万円、去年から80万円減らしていま
す。これもやはり収入が減っているところの影響です。
クラブ会報・プログラムに関してはもう動かしようがな
い部分がありますから概ね去年と同様、その他委員会も
昨年同様で合計すると3,200,000円、昨年比で1,400,000
円減額になっています。収入の部の減額の影響かなと思
います。分担金は地区ＲＩのところにお納めする人頭分
担金や手帳、ロータリーの友も１冊200円で購入してい
ます。地区にお支払する金額です。これは例年通りで計
算式が右側に書いてあり決まっています。いくら×人数
で計算式通り計算した結果3,003,025円が分担金として
計上しているところです。
次が事務局費です。事務局で諸々の費用で収入が固定費
としてかかる経費ですので昨年と同様の金額を計上させ
ていただいています。最後その他経費です。小計
570,000円です。去年と同一の金額を計上させていただ
いています。予備費は誤差の範囲内、合計すると支出合
計が14,590,000円になります。
駆け足でしたが予算について、新しく入られた会員の方
に分かりやすくご理解いただくようなご説明をさせてい
ただきました。

50Ｐ、51Ｐ
川崎大師ロータリークラブ行事予定表
左側50Ｐが7月～12月　右側51Ｐが1月～6月
5月半ばくらいに次年度に向けてのクラブ協議会を岩井
年度でやらせていただきました。その時にもこの表をお

出ししていますので、かぶる部分が多いと思いますが、
ポイントになるところだけ話をさせていただきます。直
近のところだと8月8日、15日が連続で休会になります。
お間違えのないようにしてください。最初のメインイベ
ント8月29日ガバナー補佐訪問　12時30分～通常通り例
会が始まりますが、例会終了後に冊子を使いガバナー補
佐に年間の活動予定について理事、委員長からご報告を
いただくということになります。概ね2時30分～3時頃ま
で時間がかかります。皆様ご予定を空けておいていただ
くようにお願いします。9月12日です。ガバナー公式訪
問があります。金子ガバナーがこのクラブにお出でにな
り皆さんでお迎えするので是非全会員の出席をお願いし
たいと思います。手帳に書き込んでおいてください。11
月10日が地区大会、12月18日が年忘れ家族会　今年は銀
座でやります。火曜日ですのでご注意ください。例年水
曜日にやっていますがホテルの関係で火曜日になってい
ます。
51Ｐ後期です。2月5日、前回5月に話をしたときにはＩ
Ｍの日程が決まっていませんでした。それでご案内でき
ませんでしたがその後決まりました。2月5日火曜日で
す。ホテルＫＳＰでお昼からやります。そちらもご予定
いただきたいと思います。3月31日(日)、地区研修協議
会。川崎大師ロータリークラブがホストクラブになって
います。横山実行委員長のもとこれから準備を進めてい
きたいと思います。お花見に行きたい日曜日であります
が是非予定を空けていただいて全会員で運営をしていき
たいと思いますのでご協力よろしくお願いします。
遠藤会長の指示にもありましたが、親睦とロータリーに
ついて話を深めるという意味合いでファイアーサイドミ
ーテイングを3回予定しています。9月第1回、1月下旬か
ら2月に第2回、5月に第3回牛山研修委員長が企画をして
くださいますのでそのイメージで思っていてください。
全部合わせると42回の例会になっております。
2月のＩＭの話をしました。5月の段階ではまだ決まって
いなかったんです。予定表では2月13日で休会になって
いたんです。ＩＭがはいった関係で2月13日の例会はや
ります。前回の予定表で手帳に書き込まれた方は修正を
お願いしたいと思います。

遠藤悦弘会長
大変短い時間なんですが幹事より詳しく説明を頂いたん
ではないかなと思います。この予算をもとに今年一年こ
れからやっていきたいと思います。また今ご案内した行
事予定の通りにやっていきたいと思いますので、皆さん
のご協力よろしくお願いします。これをもちまして本日
の協議会を終らせていただきます。ありがとうございま
した。


