国際ロータリー第２５９０地区
例 会: 毎週月曜日 12：30
例会場: サンピアンTEL: 044-222-4416
事務所: 〒210-0011川崎市川崎区富士見1-7-16 第一吉新ビル２F
TEL:

044-233-3005

会長
渡辺 雅夫

FAX:

044-233-8460

副会長
坂本 竜麻

幹事
伊藤 弘志

ＨＰ：http://www.kawasaki-chuo-rc.com/

E-mail : chuorc@jasmine.ocn.ne.jp

第1489回 平成30年6月25日

VOL.33

No.44

川崎中央ロータリークラブ
WEEKLY
渡辺年度最終例会

出席報告
須山出席副委員長

● 司会……本多ＳＡＡ
● 点鐘……渡辺雅夫会長
● ロータリーソング
福与ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ
飯島副ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

会員数

出席
該当者

出席者 欠席者

ホーム
クラブ

1489回

36

35

28

9

73.29

1487回

36

36

24

12

66.66

メイク

2

前々回
修正

72.22

（中村会員・松本会員）

会長報告
渡辺会長

○

「 奉仕の理想 」
本日のメニュー
和食
ビジター紹介

(川崎マリーンRC)

山口親睦活動委員長

■里親支援事業は当クラブが18年超しに継続してい
る国際奉仕事業です。３名の比国の子供たちに毎
年48,000円づつ就学支援を行っています。今回、
2011年からの対象者のひとりがハイスクールを卒
業したため、代わりに12歳の男の子が対象者に選
定されました。今後ともご理解願います。

宮本欣淳様
渡辺会長指針『 もういちどクラブを見つめ直そう 』

☆

幹事報告
伊藤弘志幹事
◎
◎
◎

表

ニコニコ寄付表彰
ニコニコ

例会変更のお知らせ
ありません。
週報を送ってくださったRC
ありません。
本日の配布物
会報
6/18の会報
理事会議事録

6/18例会分まで
上位者 大石 節会員
関 進 会員
中村紀美子会員

彰
渡辺会長

☆ RI2590地区委員表彰
・第１グループ ガバナー補佐
オン・ツー・トロント委員
青木松枝会員
・奨学金･学友･VTT委員会 副委員長
森川友生男会員

委員長報告
山口親睦活動委員長
明日のペアマッチよろしくお願いします。

安東次期幹事
次期の組織表と年間行事予定表が出来ました。次回、期首資
料はお渡しできますが、その前に目を通して下さい。

スマイルレポート

☆ 出席率100％表彰
ホームクラブ出席率 100％

須山康成会員

メイクを含め出席率100％
青木松枝・安東仁志・飯島美代・石川三枝子
川島光・木村教義・関 進・中村紀美子・本多みちよ・
松本寛・森本邦康・ 各会員
11名

坂本竜麻副会長

宮本欣淳様…お世話になります。来期も宜しく（川崎ﾏﾘｰﾝRC）
渡辺会員……①ﾏﾘｰﾝの宮本様ようこそお越し下さいました。
②川崎中央の会員の皆様一年間ありがとうござ
いました。
伊藤(弘)会員…皆様一年間お世話になりました。ありがとう
ございました。幹事をさせていただいたことで
ロータリーがまた一段と良く理解できるように
なりました。
川島会員……①渡辺会長はじめ三役の皆様１年間ご苦労様で
した。
②サッカーセネガル戦日本頑張りましたね。寝
不足で今日は眠いです。
関 会員……渡辺会長、伊藤幹事、坂本副会長、三役の皆様
一年間御苦労様でした。
松本会員……渡辺会長、坂本副会長、伊藤幹事、一年間ご苦
労様でした。
大石会員……渡辺年度三役、役員の方一年間お世話様でした。
青木会員……渡辺会長、伊藤幹事、坂本副会長、三役の皆様
一年間御苦労様でした。
中村会員……渡辺雅夫会長、坂本副会長、伊藤幹事一年間ご
苦労様でした。無事に終えてホッとしているで
しょうね。。
森川会員……①皆さんこんにちは。３０度越えが１週間続く
そうです。熱中症に気をつけましょう!!“脱水
症状に注意しましょう!!”
②渡部典行さん、岩井さん夜中の３時まであり
がとう!!
③火事見舞いありがとうございました。
野口会員……三役の皆さん一年間ＲＣを支えていただき大変
お世話になりありがとうございました。
石川会員……三役及び理事役員の皆様お世話になりました。
ありがとうございます。来期の方々よろしくお
願い致します。
木村会員……渡辺会長をはじめ役員の皆様一年間ありがとう
ございました。そしてご苦労様でした。来期の
川崎中央ロータリークラブのさらなる躍進を期
待します。

渡辺会長指針『 もういちどクラブを見つめ直そう 』

佐野会員……渡辺会長、三役の皆様1年間ご苦労様でした。楽
しかったです。
飯島会員……昨日は大師様のお参りに行ってきました。後は、
家でサッカーを見て寝不足です。今日は暑いで
すね。三役の皆様お疲れ様でした。
渡部会員……①三役の方、ご苦労様でした。
②明日のﾍﾟｱﾏｯﾁ参加のみなさまご迷惑をかけま
すがよろしくお願いします。
岩井会員……皆様こんにちは。お久しぶりです。三役の皆様、
そして、クラブの皆様1年間大変お疲れ様でした。
本年度はあまり出席できませんでした。申し訳
ありませんでした。来年度もよろしくお願いし
ます。
阿野会員……皆様一年間お世話になりました。また来期もよ
ろしくお願い致します。
坂本(将)会員…皆様こんにちは。三役はじめ会員の皆様1年間
お疲れ様でした。会則の改正や市民祭りの復活
といろいろ実り多き1年でした。新たな仲間も増
え川崎中央の未来も明るいですね。ひとまずは
お疲れ様でした。
山口会員……皆様こんにちは。昨日はサッカー観戦で寝不足
です。三役の退任挨拶寝ないように頑張ります。
本多会員……①昨日サップを初体験しました。子供のころか
ら泳ぐのが苦手なのでバランスを崩して海に落
ちる度に板の上まで戻るまで私だけ命がけでし
た。
②今日は年度末最後の例会です。1年間SAAをさ
せて頂きましたが皆様ありがとうございました。
福与会員……暑い日ですね。1年があっという間に過ぎてしま
いました。下手なロータリーソング係ですみま
せんでした。
小又会員……三役の皆様お疲れ様でした。昨日は夢見ヶ崎の
天照皇大神で夏越しの大祓の式に出席してその
後に筋屋の1周年に行って帰って寝ました。
P.S 新車きました。
栁町会員……三役の皆様、1年間お疲れ様でした。ナベさん、
アンディ、コータさん1年間頑張って下さい。サ
ポート頑張ります！
細谷会員……三役の方々1年間お疲れ様でした。渡部典行会長
これから頑張って下さい！
坂本(竜)会員…侍ジャパンとりあえずよかったですね。次は
木曜日です。皆さん応援しましょう。

1489回 22件 44,500円 累計 681件 1,147,000円
卓話

三役退任挨拶
理事・役員退任挨拶
坂本将平会計
今期は経費削減ということで税
理士に頼らないで試行錯誤しな
がら自分たちでやってきました。
次期後藤会計と協力しながら一
層正確に行えるように頑張りま
す。

石川三枝子会報委員長
一番難しかったことは、卓話を
原稿にまとめること。皆様卓話
の時は簡単で結構です。原稿を
頂ければスムーズにいくと思い
ます。困ったときの、渡辺会長、
伊藤事務教員大変お世話になり
ました。

阿野順一
プログラム委員長
プログラムの入れ替え等いろいろ
ありましたが、会長、幹事に相談し
ながら、なんとか楽しく終わることが出来ました。

本多みちよ（会場監督）ＳＡＡ
今日で私のＳＡＡも最終回で
す。１年間 どうもありがと
うございました。
自分なりにＳＡＡの仕事を通
してロータリーの活動や役割
を、初年度よりも学ぶ事がで
きたと思っています。
スタート当初は私なりに、例
会進行の中で会長、幹事や委員会のサポートや、親睦やコミ
ュニケーションを考えて、皆様にゆっくり食事や会話を楽し
んで頂き、有意義な時間を過ごして頂けるように取り組んで
いましたが、限られた時間の中で、いつも進行どおりに話す
だけで精一杯で終わることが多く、実際には反省だらけでも
あります。
年度の前半は、時間進行や時間配分が自分の読み通りに行か
ず、卓話の時間が１時を少し過ぎてしまうことがあり、これ
ではいけないと思って悩んでいた頃がありました。
ちょうどその時期に関さんと商工会議所の懇親会で話しをし
た機会に、SAAの会場監督としての仕事や役割、権限の話をし
て頂きまして、そこから卓話者に存分にゆっくりお話をして
頂くためにも、自分なりに改心しまして「自分から（先輩で
ある）皆様や時間を仕切っていく」事を念頭に考えて例会に
臨めるようになりました。関さんには大変感謝しています。
あと、例会進行の中でいつも助けて頂き、お礼を申し上げた
いと思っているのが、ロータリーソングと出席報告の部分で、
須山さんと飯島さんです。
年度の前半に福与さんがご都合で例会にいらっしゃれない時
期には、副委員長の飯島さんがいつも快く引き受けて
タクトを振って下さり、福与さんとお二人で登壇して、例会
を華やかに盛り上げて下さいました。
また、今年度の出席委員長は実は飯島さんでしたが、飯島さ
んがロータリーソングで出て下さる中で、副委員長の須山さ
んが食事の途中でも出席報告を気にして下さり、毎週快く出
席報告をして下さいました。
忙しい例会進行の中で和やかな時間を作ってくださり、１年
間助けられた気持ちがしておりまして、大変感謝しておりま
す。本当にありがとうございました。

坂本竜麻副会長・クラブ奉仕委員長副会
長とはスマイルレポートを読み上げていれは良い仕事だと思
っておりましたがクラブ奉仕委員長も兼務しているというこ
とで思ったより仕事が多かったと思います。今期は定款細則

渡辺会長指針『 もういちどクラブを見つめ直そう 』

の見直し等もあり大変な面も
ありましたが、皆様のおかげ
で１年間過ぎてまいりました。
まことにありがとうございま
した。

伊藤弘志幹事
一昨年の新任挨拶をし
た時には僅か2分で終
わりました。幹事と言
うのは会長の補佐役と
して、会長指示の下に
会長の思いを実現する
役割だと認識していた
ので、自身の意見を述
べる必要はないと考え
ていたからです。それ
から2ヶ月もしない内にそれが誤りであることを思い知りま
した。
最初に会員増強のために定款細則の改定して準会員制度を提
案して皆で議論しました。色々な意見が出ました。最後は見
送りと言う結論を理事会では出しましたが、決まったらそれ
に従うのが組織の約束です。色々な意見が出ました。そうし
た意見をぶつけ合うことがファミリーミーティングの意義で
あり、その点では良い活動が出来たと思います。
また市民祭りも色々ありました。当時は赤ん坊が生まれたば
かりで三食の世話を僕がしていたので晩御飯作りに早く帰ら
なければいけない時期でしたが、色々言われたことが辛かっ
たです。
幹事任期中に、ロータリーおよびロータリー以外の多くの交
流の中で出会う方の中には「今期の幹事」という方々に何人
もと会いましたが、相手が幹事だと知ると思わず彼の両手を
取って「幹事なんですね、そうなんですね、頑張りましょう
ね」とお互いに目を見つめ合わせて励まし合ったものでした。
渡辺会長と今期のテーマとして「貧困家庭の子供達」に着目
した奉仕活動が出来ないかと思い、フードバンクの高橋代表
他、何人かの外部講師を呼んだり、話を聴きに行ったりしま
した。結果的には形にすることはできませんでしたが、こう
した新たなテーマを考えて活動につなげていくことの大切さ
と言うのも学ばせて頂くことが出来ました。
この一年、幹事という役をさせて頂いたことで、ロータリー
活動をより深く理解することが出来ました。行き届かない点
等が多くあったと思います、この場をお借りして謝らせて頂
きます。申し訳ありませんでした。そして貴重な体験をさせ
て頂いたことに感謝します。どうも有難うございました。

渡辺雅夫会長
まずは一年間の皆様のご協力にこころより感謝申し上げま
す。
全国的なロータリー会員減少傾向のなか、川崎中央において
も33名体制下でのクラブ運営は、役務面でも財務面において
もかなり緊張を強いられる船出となりました。しかし乍ら、
川崎中央は毎年、増強にはそれなりの結果を残してきたこと
も事実でした。そのことからも「もういちどクラブを見つめ
会報委員

石川三枝子

石田 幸兒

坂本

阿野

牧島

小又 義幸

順一

聡

将平

直そう」というスローガンを掲げ、いかに退会者が出ないよ
うな運営を行えるかを腐心した一年でもありました。
そうして年度を終える今、新たに仲間が3名増えたことは望
外の結果と感じております。
クラブ管理運営の面では、年度初めよりの定款・細則変更
の議論を進め、坂本竜麻管理運営委員長が会員身分に関する
難しい問題を上手く裁いて貰え、親睦委員や会場監督も期待
通りの仕事をしてクラブの雰囲気と例会の精度を高めてくれ
ました。
奉仕委員部門では国際奉仕関連で国際平和文化都市広島か
らのメッセージとしての卓話や、グローバル補助金奨学生の
臼田智則さんの「英国と欧州各国の微妙な関係」などの話し
が興味深いものでした。
青少年奉仕ではＲＹＬＡへ松本委員長自社の若手従業員に
参加してもらい体験談を披露して貰ったり、ＲＯＴＥＸの経
験者によるドイツの片田舎での長閑で若さ溢れる逸話も楽し
く聞けました。
社会奉仕は守備範囲が広い分、選択が難しい処、市民祭り
への対応という唐突なお願いをしました。森川委員長が若手
会員をよく束ね「昼夜兼行」の仕事に救われました。
職業奉仕の職場訪問で石田会員の㈱ブラザーを訪問でき、
その商品完成への全社をあげた取り組みや集中力など、また、
顧客、従業員への想いを感じられ、ロータリーの幹の部分に
触れられたと思います。
普段、聞く機会のないような人の話しも聞けました。
ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸかわさきを主宰する高橋実生さん、心の居場所主
宰の荒木信広さんが子供の抱える実に様々な貧困を披歴し、
法律家として池宗佳名子さんが行政面からの取り組みを語っ
て貰えました。地域の
子供の抱える問題は
川崎中央はクラブと
して過去からも取り
組んで参りましたし、
今後とも新しい状況
を踏まえた奉仕とし
ての対象となり得る
と考えられます。
秋には中村紀美子
さんが人権擁護活動
に対する藍綬褒章受章という朗報に接し、また、３月の飯島
美代さん、米寿の祝いには28名もの会員が集まりました。楽
しい行事も多く川崎中央で良かったとの自負の気持ちを一層
強められました一年でした。
多くのやり残し、反省を抱えたままではありますが、本日、
伊藤弘志幹事や坂本竜麻副会長とともに最終例会を迎えられ
たことに安堵感があります。そして想定していたよりも長く
緊張感のあった一年だったとも思っております。また、7月か
ら一会員として頑張ります。川崎中央の皆様、有り難うござ
いました。

卓話予定

7月2日(月)三役就任挨拶

今週の担当者

石川会員
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