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初例会

●司会……森川友生男ＳＡＡ
●点鐘木槌リレー式

●点鐘……渡部典行会長
●国家……「君が代」斉唱
●ロータリーソング
佐野ﾛ-ﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ
「奉仕の理想」
○本日のメニュー
洋食

特別ビジター紹介
渡部典行会長
表敬訪問にお越しいただいた方々
第１グループガバナー補佐(川崎幸RC)
奥山繁樹様
(川崎RC)
会長 横田圭二様
幹事 高橋省吾様
(川崎南RC)
会長 布川悟史様
幹事 石村久恵様
(川崎幸RC)
会長 久保義人様
幹事 村木 緑様
(川崎大師RC) 会長 遠藤悦弘様
幹事 猪狩佳亮様
(川崎ﾏﾘｰﾝRC) 会長 三野公一様
幹事 林 伸彦様
(新川崎RC)
会長 川村拓矢様
幹事 井上和久様

ビジター紹介
本多みちよ親睦活動委員長
(川崎RC)
(川崎RC)
(川崎大師RC)

簔口昌明様
小林 一様
野澤隆幸様
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代表挨拶
渡部典行会長
第１グループガバナー補佐
(川崎幸RC)
奥山繁樹様

幹事報告
◎

安東仁志幹事

例会変更のお知らせ
☆川崎南ＲＣ
７月３１日（火）

夜間移動例会

横浜中華街：萬珍楼

18：30～

８月１４日（火）休会
８月２８日（火）休会
☆川崎大師ＲＣ

会長 横田圭二様

(川崎RC)

７月２５日（水）

18：00～
食道園

新会員入会式

◎

週報を送ってくださったRC

◎

本日の配布物

渡部典行会長

暑気払い移動例会
川崎区小川町14-13

新川崎ＲＣ
会報

渡辺会長年度最終６/２５日分
マンスリーレター・

ロータリーの友

期首資料・会員手帳

萩原真智子様

長島章浩様

スマイルレポート
山口幸太副会長

出席報告
栁町出席副委員長
会員数

出席
該当者

出席者 欠席者

ホーム

メイク

クラブ

1490回

38

36

32

4

88.88

1488回

36

34

25

9

73.59

1

前々回
修正

76.47

（青木会員）

直前三役感謝状贈呈

渡部典行会長

渡辺雅夫前会長・

坂本竜麻前副会長

・伊藤弘志前幹事

会長報告
渡部典行会長
1. 牧島会員は先月２３日に退院し既に役場復帰しておりま
す。一過性の脳虚血症とのことですが極めて元気そうで
した。時間があれば次回の例会に出席する予定です。
2. ７月９日地区拡大増強セミナー木村会員と渡部会長で出
席します。
3. クラブ基盤管理委員会会議PART1に三役が出席します。

第1Gｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 奥山繁樹 様 (川崎幸RC)
…表敬訪問に参りました。渡部丸の出航をお
祝いいたします。1年間よろしくお願いします。
川崎RC 横田会長・高橋幹事
…渡部丸の船出おめでとうございます。本日は
表敬訪問に参りました。どうぞよろしくお願
い致します。
川崎南RC 布川会長・石村幹事
…本日は表敬訪問に参りました。渡部会長をは
じめ川崎中央ロータリークラブの皆様には大
変お世話になります。今後ともよろしくお願
い申し上げます。
川崎幸RC 久保会長・村木幹事
…本日は表敬訪問に参りました。渡部会長ほじめ
川崎中央ロータリークラブの皆さまお世話に
なります。よろしくお願い致します。
川崎大師RC 遠藤会長・猪狩幹事
…渡辺丸の新たな船出、誠におめでとうございま
す。皆様のご多幸をお祈り申し上げます。１年
間よろしくお願いいたします。
川崎マリーンRC 三野会長・林幹事
…新年度表敬訪問に参りました。渡部会長、安東
幹事はじめ川崎中央ＲＣの皆様のご発展を心
より祈念申し上げます。一年間よろしくお願い
申し上げます。
新川崎RC 川村会長・井上幹事
…渡部会長、安東幹事、会員の皆様、渡部丸の出
航おめでとうございます。心よりお祝い申し上
げます。
箕田正明様…本年度もメイクアップでお世話になります。(川
崎RC)
小林 一様…メイクアップで参加させていただきます。
よろしくお願いいたします。
(川崎RC)
野澤隆幸様…期首当り貴クラブのご発展を お祈りします。
(川崎大師RC)
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渡部会員……①本日は、奥山ガバナー補佐様、６クラブの会
長幹事の皆様、ご来訪ありがとうございます。
②会員の皆様、今年度宜しくお願いします。
安東会員……奥山ガバナー補佐、各ロータリークラブ会長、
幹事訪問いただき誠にありがとうございます。
心よりお礼申し上げます。新年度を本日より迎
えます。会員各位何卒よろしくお願い申し上げ
ます。
川島会員……①渡部丸の船出をお祝いして!!
②先週の当クラブペアマッチゴルフ参加の皆様
お疲れ様でした。図らずも個人の部優勝させて
戴きました。感謝しております。
関 会員……渡部会長はじめ新三役の皆様そして、奥山第１
クループガバナー補佐はじめクループ内各クラ
ブの会長、幹事の皆様一年間よろしくお願いし
ます。
松本会員……①奥山ガバナー補佐、１年間ご指導よろしくお
願い致します。第１Ｇの会長幹事様ようこそ！
②新年度のスタート。渡部会長、山口副会長安
東幹事、１年間ご指導よろしくお願い致します。
大石会員……渡部会長理事役員の皆様、一年間よろしくお願
いします。
青木会員……①渡部年度いよいよ始まりますね。頑張って下
さい。
②第１クループ会長幹事の皆様ようこそいらっ
しゃいました。
中村会員……①渡部典行年度のスタートですね。無事帰港で
きますように。
②1ｸﾙｰﾌﾟの会長幹事の皆様ようこそ。一年間頑
張ってくださいね。
③奥山ガバナー補佐様１年間のご指導よろしく
お願い致します。
森川会員……さあ皆さん！渡部典行会長の船出ですね。安東
幹事、山口副会長、大変ですけど、楽しいクラ
ブライフを期待しています。
後藤会員……新しい年度を迎え新鮮な気持ちで１年を実りあ
るものとしましょう。
伊藤(康)会員…渡部会長、安東幹事、山口副会長新しい船出、
誠におめでとうございます。今期改めましてよ
ろしくお願いいたします。
野口会員……①渡部会長をはじめ三役の皆さん、役員の方々
一年間舵取りよろしくお願いします。一年お世
話になります。
②各第1グループ会長幹事の方々、表敬訪問よ
うこそいらっしゃいました。一年間よろしく願
います。
石川会員……①奥山ガバナー補佐各ロータリークラブの会長
幹事の皆様お暑いなか訪問いただきまして、あ
りがとうございます。
②渡部会長いよいよ始まりましたね！1年間よ
ろしくお願い致します。
木村会員……本日は、第1グループガバナー補佐奥山様をはじ
め、各クラブの会長・幹事ご来賓の皆様お越し
いただきありがとうございます。川崎中央ロー
タリークラブの今期のスタートの日です。渡部
会長他皆様よろしくお願いします。
佐野会員……渡部会長1年間よろしくお願いします。
私もタクトを振りますので高得点目指して下さ
い。
渡辺会員……①第1グループ奥山ガバナー補佐及び各クラブ
の会長・幹事の皆様一年間頑張って下さい。②
渡部典行新会長、川崎中央をよろしくお願いし
ます。

飯島会員……皆様新年度宜しくお願い致します。今年度も元
気にがんばります。
岩井会員……皆様、本年度も宜しくお願い致します。
坂本(竜)会員…渡部会長並びに安東幹事、山口副会長1年間頑
張って下さい。
伊藤(弘)会員…①久し振りにこちらの席でのんびり参加でき
なんだか嬉しいです。
②渡部典行年度がいよいよ始まりましたね。1年
間よろしくお願いいたします。
本多会員……先週梅雨明けしたと昨日まで、
“暑いなぁ…”と
思って何日か過ごしてしまいました。
今日から新年度になり、気持ちが引締まります。
また新しい1年を皆様どうぞよろしくお願いし
ます。
福与会員……ようこそ各クラブの皆様。今年もよろしく。
石田会員……今日も暑いですね。今日は渡部新会長年度初日、
引き締まっております。腰は癒えました。今年
度も頑張ります！よろしくお願いいたします。
小又会員……皆様今日からの新年度よろしくお願いします。
昨日はスタジアムに野球を見に行って、暑かっ
たです。15-1DeNA負けました。今日はネクタイ
締めてきたのでベルト締め忘れてきました。
栁町会員……新年度いよいよスタートです。三役の皆様今年
１年頑張って下さい。
細谷会員……新年度となり三役の皆様お世話になります。明
朝はベルギー戦ですね。楽しみましょう！
萩原会員……お久しぶりです。人生２度目の出戻りです。渡
部年度３役の方々頑張って下さい。また、皆様
宜しくお願いします。
長島会員……今日からよろしくお願いします。
山口会員……今年度１年間どうそ宜しくお願い致します。

1445回 27件 105,000円 累計 27件

卓

105,000円

話

三役就任挨拶
安東仁志幹事
幹事としての職責を
全うする際に、行動
の目標を3点考えて
おります。
1.不平不満、弱音、
愚痴は一年間一切言
わず、クラブの黒子
としてクラブのため
に尽力いたします。
2.大好きな中央ロタ
リークラブの会員、
家族として慕っております。その会員・家族のために、よ
り楽しい、より過ごしやすいクラブに、より充実したクラ
ブライフを過ごしていただくように、微力ながらいろんな
知恵を持って行動を行い、尽力する所存です。
3.幹事として任していただいた渡部会長が、最終良い評価を
得られるような行動を幹事として全力で取り組む。
皆様のご指導、ご協力何卒よろしくお願いいたします。
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④運営費の改革を行い健全的な組織運営を行う。

山口幸太副会長
クラブ管理運営に関す
る研修、拡大・増強、
広報、親睦の活動をバ
ックアップし、クラブ
全体を活性化すること
によって新入会員が増
えるよう職務を全う致
します。
副会長としては、渡
部会長が理想とするク
ラブを共に作っていきたいと思います。会長不在時には、クラブ
が円滑に運営できるようサポート致します。

渡部典行会長
いよいよ新年度が始ま
ります。大変プレッシ
ャーであり、緊張しま
すが、会長スローガン
である「奉仕活動と親
睦活動を通じ、会員同
士の誇りと絆で愛さ
れるロータリークラ
ブを作る」を実行する
為、努力して行きたい
と思います。しかしながら、私自身が人を纏めて指導し導く力が
無い為、皆さんに沢山迷惑を掛け、助けて貰いながら、１年間、
充実したクラブ運営に努めて行きたいと思っています。
・今年度の強化目標は、
「市民祭り」と「新旧会員の親睦の強化」
を行いたいと思います。まず最初に市民祭りですが、
全員参加で行う事により、当クラブの奉仕活動の内容やクラブ
の名前を社会にアピールし、皆で汗をかく事により会員同士の
絆を強固にし、会員が誇りを持てる様にしたいと思います。
・また前回のクラブフォーラムの中で話が出た、新旧の会員の間
に溝が出来てきているのでは無いかという話から親睦の大切
さを改めて知り、三役の就任挨拶時にずっと言っている「ヨー
ロッパの街並みの様な古き良き環境化で、調和の取れた新しい
物を作る。」を目指し、親睦を増やす事により、新旧会員同士
の絆を強化して行きたいと思っています。
その2点の目標を達成する為に、以下の５項目を実施していきた
いと思っております。

①多くの親睦活動や同好会の活性化を行い、会員同士の強い
絆を作る。
・ゴルフ同好会やグルメ例会など、同好会の回数を増やし、会員
同士や会員家族の親睦と絆を強めます。（家族や友人、有って
のロータリアンなので、家族や友人を呼べる会を増やして行き
たいと思っています。）

②親睦活動や同好会にオブザーバーを招き、会員増強と退会
防止に努める。
・色々な親睦活動を増やす事により、色々な人を誘い、人の輪を

・今期から正式にニコニコの予算の一部を多目的積立金に変更す
ると共に、市民祭りの運営費を社会奉仕活動費として計上させ
て頂きました。
また、運営状況を把握する為、会計状態を確認し、理事会で報
告してもらい、皆で当クラブの運営状況を把握し、正常な運営
を行って行きたいと思っています。

⑤定例的に委員会活動報告を行い、委員会活動の活性化を図
ります。
・今年度は会議費として、千円/人程度予算を取りましたので、
活動に対して活発に、意見交換をし、クラブの活性化に努めて
欲しいと思っています。

以上の５項目を今年度は実施していきたいと考えております。
また、体制表を見てお分かりの様に、今年度は、前年度と
体制表を変更しております。本年度は、クラブ管理運営委員
会・クラブ行事実行委員会・戦略委員会・奉仕委員会の4本の
柱を中心にクラブ運営を行っていく予定です。
本年度は、３クラブ例会・４クラブ新年例会の担当クラブで
も有り、なおかつ 昨年度より実施した市民祭り・１５００
回記念例会・クリスマス会・移動例会他と行事が盛り沢山の
うえ、7クラブゴルフコンペで優勝を取り戻さなくてはいけな
い年です。
・それを円滑に実行する為にも、常に3役並びに4本の柱間で話合
いを行い、同時進行でも充実したクラブ運営を行って、行ける
様にしたいと思っています。
・次に、先輩たちにお願いが有ります。
この3役を見て解る様に、あまりロータリーを理解していませ
んので、間違った方向に行くことが有ると思います。そんな時
は、文句や意見を沢山言って頂き、ブレーキをかける役目をお
願いしたいと考えております。また、体力的な仕事は、若い会
員で頑張りますが、まだまだ人生経験が少なく、クラブの事や
運営方法などは、良く解らないので、先輩たちには、少しでも
多く知恵を出して頂き、皆が理想とするクラブを作って行きた
いと考えております。
すみませんが、先輩方には、より一層のご協力をお願い致しま
す。
・最後に成りますが、このクラブを船で例えるなら、船長の役目
としての行先及び方向性は示しました。これから先は、クラブ
という帆船を、会員の皆様が、目的地に向かって、どの様に帆
を張り、どう進めるかは、会員皆様の力次第だと考えておりま
す。

夢の国を目指して、先輩たちの知恵と若い人の行動力でドン
ドン計画を立て、相談し、実行し、１年後に会員同士の誇り
と絆で愛されるロータリークラブが出来るように全会員一丸
となって頑張って行きましょう。
こんな会長ですが、ご協力の程よろしくお願い致します。

卓話予定
７月９日(月) 理事・役員就任挨拶

広げ、退会防止と会員増強に努めます。

③市民祭りを全員参加で行う事により､ｸﾗﾌﾞのアピールと会
員の絆を強固にし、その利益により奉仕活動を活発に行う。
・全員参加の市民祭りを通じて、会員の社員や家族・友人にロー

今週の担当者
写真

石田会員
岩井会員

タリー活動の 重要性を知って貰い、社会にクラブ活動をアピ
ールし、会員がクラブ活動を行っている事が誇れる様な環境を
作り、皆で汗を流し、絆を強め、喜びを共有し、利益を奉仕活
動に使用して、社会貢献を行って行きたいと思っています。
会報委員

牧島

聡

阿野

順一

石田 幸兒

伊藤

弘志

川島

光

後藤

雅晴

川崎中央ロータリークラブWeekly
野口 新二

増山 雅久

Vol.３４

No.１

編集･作成 川崎中央ＲＣ事務局
事務局

伊藤

清恵

発行日 平成３０年７月２日

渡部会長指針『 奉仕活動と親睦活動を通じ、会員同士の誇りと絆で愛されるロータリークラブを作る 』

渡部会長指針『 奉仕活動と親睦活動を通じ、会員同士の誇りと絆で愛されるロータリークラブを作る 』

