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「奉仕の理想」 

○本日のメニュー   和食 

 

 

小又親睦活動委員長 

 

米山奨学生 張 博偉（チョウハクイ）さん 

お土産をいただきました。 

 
ありがとうございます。 
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安東会長 

米山奨学生 張 博偉（チョウハクイ）さん 

 

 

 

安東会長  

  
石川三枝子前会長・ 森本邦康前副会長 山口幸太前幹事 

 

 

 

安東仁志会長 
1. 新旧会長幹事会 2020.6月16日14  

川崎大師平間寺 信徒会館2階 

 ・新ガバナー補佐の挨拶 現牛山ガバナー補佐挨拶 

各クラブ引継 紹介 

 ・近況報告 

 ・表敬訪問の中止 

 ・7クラブゴルフ大会4～5月予定 

 ・次回7月13日 14時日航ホテル 

2. ケータリング会社について  

株式会社 エフ＆ケーフーズ 

  緒方社長 中原区上平間  

大師ロータリーも担当 サンピアン指定 

3.7月例会について 任意参加 全員出席とする  

6月22日被選理事会にて決定 以降は、 

理事会にて検討 参加前提出席率100％ 

4. ボーリング大会開催  

7月1日 18時30分 三役慰労会を兼ねて 

  川崎グランドボウル 宴会天龍 

5.地区より、地区資本本会計、特別会計事業費及び地区大会

分担金の請求が、届きましたので、期日7月末までに入金い

たします。 

 

 

栁町大介幹事 

 

◎ 例会変更のお知らせ   
  川崎RC   ７月２３日 (木)  祝日休会 

川崎南ＲＣ ７月２１日(火) 休会（祝日週のため） 

川崎幸ＲＣ ７月２４日（金） 祝日例会 

      ７月３１日(金) 創立記念夜間例会 

 点鐘18：00 川崎日航ホテル 

川崎大師ＲＣ７月２２日(水)休会（休日週のため） 

      ７月２９日(水) 暑気払い移動例会  

点鐘18：00（みやだい倶楽部） 

  川崎マリーンＲＣ ７月２３日(木) 祝日 休会  

 新川崎ＲＣ ７月１５日(水) 休会 

      ７月２９日(水) 休会 

◎ 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 石川会長年度最終６/２９日分 

      ガバナー月信・ ロータリーの友 

      期首資料・会員手帳 

 

 

 

伊藤康人副会長 
 

安東会員……皆さん今期一年何卒よろしくお願い致します。

一所懸命ガンバリます。 

栁町会員……いよいよ安東年度スタートです。皆様１年間よ

ろしくお願い致します。 

川島会員……安東丸の船出を祝して、順風満帆でありますよ

うに!! 

関 会員……安東さんこの１年間ご苦労様です。ご活躍を期

待しています。 

松本会員……安東会長、伊藤康人副会長、栁町幹事のスター

トをお祝い致します。 

森本会員……安東さんはじめ新三役の皆様一年間お世話にな

ります。 

大石会員……安東会長、理事・役員の皆様、よろしくお願い

します。 

青木会員……安東会長はじめ栁町幹事伊藤副会長理事役員本

年のよろしくお願いします。 

中村会員……安東丸の出航おめでとうございます。無事航海

を終えますように！ 

森川会員……安東丸の安全な航海をお祈りしております。 

今年度も皆さんと楽しく過ごしたいと思います。

宜しくお願い致します。 

後藤会員……新しく、安東年度の出発を心からお喜び致しま

す。 

石川会員……例会最初の日です。よろしくお願いします。 

木村会員……安東丸の新しいスタート。おめでとうございま

す。この一年よろしくお願い申し上げます。 

佐野会員……安東会長、三役の皆様１年間よろしくお願いい

たします。沈まない様にガンバロー。 

渡辺会員……安東会長、伊藤康人副会長、栁町幹事第１回例

会おめでとうございます。多難な環境ですが、

３５年間平穏なだけの年度は無かったと思いま

す。頑張って下さい。 

上原会員……①安東新会長、新三役の皆様お世話になります。

宜しくお願い致します。 

渡部会員……安東年度いよいよ出航ですね。安東会長らしく、

皆が楽しい会にして下さい。１年間よろしくお

願いします。 

坂本(竜)会員…安東さん１年間お世話になります。頑張って

下さい。 

伊藤(弘)会員…安東会長、今日から１年間よろしくお願いし

ます。コロナで食事の準備から毎回大変ですね。

ほんとにお疲れ様ですが、何卒よろしくお願い

します。 

牧島会員……安東会長今年度よろしくお願いします。 

山口会員……安東会長、伊藤副会長、栁町幹事理事の皆様一

年間宜しくお願い致します。 

本多会員……安東会長、伊藤副会長、栁町幹事そして理事の

皆様1年間よろしくお願いします。 

米山奨学金授与 

直前三役感謝状贈呈 

会長報告 

幹事報告 

スマイルレポート 
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石田会員……本日は米山奨学生張博偉さんおいでいただきま

した。ご紹介申し上げます。今日三役のご挨拶

宜しくお願い致します。 

小又会員……皆様本年度も宜しくお願い申し上げます。 

親睦委員長として頑張ります。 

昨日は、♪マリンルージュでディナー食べて、

大黒ふ頭で月を見て、ニューグランドのシーガ

イヤⅡで酔いしれて～♪きました。 

細谷会員……安東年度のスタートですね。三役の皆様もお世

話になります。本年度もよろしくお願いいたし

ます。 

萩原会員……安東会長始まりますね。ご活躍を期待しており

ます。 

長島会員……安東会長、一年間宜しくお願い致します。拡大

増強副委員長として出来る限り頑張らせて頂き

ます。 

林 会員……本日から新年度体制のスタートですがよろしく

お願いいたします。途中退席しますがよろしく

お願いします。 

廣瀬会員……安東会長新年度お世話になります。微力ながら、

お手伝いさせて頂きたいと思います。 

森崎会員……新メンバーです。今後とも宜しくお願い致しま

す。 

伊藤(康)会員…①今度の九州豪雨で被災された皆様には、心

よりお見舞い申し上げます。 

②皆様、大変な時期ではありますが、新しい期

にも、中央らしさを失わないよう、明るく元気

にスタートをしてまいりましょう。 

一年間どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

三役就任挨拶 
栁町大介幹事 

今年度幹事を拝命しました柳

町です。 

私が入会したのは２０１７年

１０月でした。 

入会して２年９か月経ったの

ですが、当時はまさか自分が

この場に立っているとは思い

ませんでした。 

未熟な若輩者ですので、至らない点があるとは存じますが、

皆様のご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

さて、本年度は新型コロナウィルスの影響で会の運営に多数

の支障が生じることが予想されます。 

しかし、安東会長のスローガン「今できること」をモットー

に円滑な会の運営を図れるよう努力していきたいと考えてい

ます。 

新型コロナウィルスの影響で会の運営には様々な支障が出て

いますが、今できることを、どうやって実行していくのかを

理事役員、三役で協議しながら進めていきたいと考えていま

す。 

私としては、今年度は、特に、会員数の維持に努めていきた

いと考えています。 

今現在、会員各自の皆様にも新型コロナウィルスの影響でご

苦労されている方が多いと思います。 

しかし、これまで皆さんが培ってきた経験を元に、会員各自

が力を結集してこの難局を乗り越えて、明るく楽しい当会を

維持して行きたいと考えています。 

私が入会した当時は、伊藤弘志幹事、その次は山口幹事、（補

足で安東幹事も！会長失礼しました（汗。）はいずれも素晴ら

しい幹事ぷりを発揮されていました。 

私も終わったときには名幹事だったお褒めにあずかれるよう

努力していきますので、１年間何卒よろしくお願い申し上げ

ます。 

伊藤康人副会長 

今期、安東会長、並びに

栁町幹事のもとで、副会長を

務めさせて頂くことなりました、

伊藤康人でございます。 

副会長職は、私がクラブに

入会して８年目、２０１２年に、

森川会長、木村幹事のもと

で、初めて務めさせて頂きま

したのが一回目です。そして、それからまた８年目の今年、安東

会長からの命によりまして、２回目の副会長をお引き受けすること

となりました。 

いずれも有能な会長、幹事のもとでの副ですので、安心は安心

ですが、今から８年後の３回目はもうないものと思い、微力ながら、

悔い残らないよう、一生懸命努めてまいりたいと思います。 

さて、今、ロータリーの活動のあり方も、皆さんの事業運営同様、

これまでの枠組みを超えて、大きな変革を求められている時期を

迎えていると思います。 

新型コロナウイルス蔓延がもたらす「新しいライフスタイル」は、

非接触、非対面であり、ここから派生するのは、人が「集まる」こと

への変化、また、何かを「一緒に行う」ことへの変化にも及んでき

ます。これはコロナ終息までの一時的なものではなく、アフターコ

ロナの生活や事業スタイルは、以降、恒久的に変わるとも言われ

ている中、今期は、これまでのロータリー活動の根幹をなしていた

「親睦」や「協働奉仕」のあり方、あるいは、四つのテストの中にも

謳われている「好意と友情」を深める手段も、大きく変容していく、

実質、初年度となると言って良いのではないでしょうか。 

そんな難しい舵取りを求められる年度に、会長に就任された安

東会長のスローガン、それは「いまできること」です。 

国難とも言えるこの一大事に際し、コロナをエクスキューズに、

ロータリー活動をセーブする選択も当然あるでしょうが、そうでは

なく、私たち中央ロータリークラブだからこそ、今できる、何かを、

局面、局面で考え、行動し、これまで以上に「強いクラブの構築」

を決意された新会長、そして柳町幹事に対し、後方でしっかりと支

え、お役に立てるよう、努めて参りたいと思っています。 

では具体的にどう支えて行くか、それは、副会長という立場とい

うよりも、クラブ奉仕、あるいは、クラブ管理運営委員としての立

場の遂行であります。 

皆さんのお手元の期首資料にも掲載の通り、今期のクラブ組

織表を改めて確認致しますと、理事会の下部組織は、大きく３つ

の委員会に分かれています。 

ひとつは、戦略委員会、二つめは、クラブ管理運営委員会、そ

して三つめは、奉仕委員会です。研修、広報、拡大・増強の各委

員会が含まれる戦略委員会は、未来に着眼した、クラブの発展・

拡大、そして会員の育成をつかさどる重要な委員会となるでしょう。

かたや、奉仕委員会は、４大奉仕、並びに財団、米山を含む、言

うまでもなく、ここは、ロータリーの柱ともなる中心的活動の分野と

なります。そしていま一つが、クラブ管理運営員会です。 

この組織下には、まずは親睦活動委員会が配置されているほ

か、出席、ロータリーソング、プログラム、友好クラブ、クラブ会報、

と、ロータリーの原点ともいえる親睦と例会の運営をつかさどる、

ここも大事な分野となっています。 

この分野は、「入りて学び、出でて奉仕する」というロータリー思

想の、まさに入り口の部分ともなりますので、所属の各委員長の

皆様のご意見も頂きながら、「中央らしい例会」、「中央らしい親

睦」そして中央らしいクラブ運営の実現のために、コロナ禍におい

1560回 31件 61,000円 累計 31件 61,000円 

卓 話 
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ても、知恵を絞り、工夫しながら、皆さまの活動を支えて参りたい

と思っています。 

「中央らしさ」と言うフレーズは、クラブ管理運営委員会に所属

する各委員会委員長の皆様の活動計画を拝読させて頂き、改め

て思うことでもあります。 

小又親睦活動委員長は、会員間の強い絆づくり、魅力ある親

睦行事、楽しい例会作りを掲げられています。須山出席委員長は、

出席して奉仕の精神を養い、結束の実現を目標とされ、飯島ソン

グリーダーは、ソングを通じて精神をひとつにし、明るく楽しいクラ

ブの実現を謳われました。また、細谷プログラム委員長は、参加

しやすく楽しいプログラムに、島田友好クラブ委員長は、近隣クラ

ブとの交流を、そして、牧島クラブ会報委員長は、欠席会員にも

例会の様子を楽しんでもらうことを目標に掲げられています。 

チャーターの委員長であっても、また若手の委員長であっても、

そのほとんどに、「明るく楽しい」という文字がそこかしこに踊り、

老いも若きも、川崎中央ロータリークラブの親睦、例会に、共通の

思い、イメージを抱かれていることが、改めてわかります。 

コロナ禍は、様々な手段の１８０度変革を求められることとなる

でしょうが、この川崎中央ロータリークラブらしさ、イコール共通の

思いは、当クラブの原点として、この時期だからこそむしろブレず

に保ち続け、またそのような理想的なクラブ運営ができる様、考え

行動してまいりたいと思います。 

もうひとつ、副会長としての役割がございます。それは皆様から

のスマイルレポートを拝読し、お伝えする役割です。 

そもそもスマイルボックスとは何か。昨年入会された新会員の

方々も数人いらっしゃいますので、改めて、ロータリー情報マニュ

アルを開いてみました。そこにはこう記載されています。 

スマイルボックス・・・「例会場で会員が自由意思で寄付金を入

れる箱。１９３６年、大阪ＲＣで初めて実施されたロータリー特有の

もので、会員、家族、事業場等の慶び事、お祝い事をニコニコしな

がら披露し、喜びを分かち合い、また失敗したり、迷惑をかけた時

も、ユーモアたっぷりに苦笑し、例会を賑わせて親睦を増進し、集

まったお金は主として奉仕活動資金に使われる。ニコニコ箱とも

呼ばれるもの。」とありました。 

スマイルレポートの披露が、会員間の親睦を増進し、その浄財

が社会奉仕資金になる、という意味では、親睦から奉仕へのロー

タリーの本質を具現化する、非常に大事な役割を担うものであり、

そう思うと、軽く読み流してしまうことがいかに失礼であるか痛感

致します。 

皆様から頂きましたレポートは、全て、心を込めて、気持ちを入

れて読み上げ、お伝えして参ります。皆様には、決して大きなニコ

ニコではなくても結構ですので、是非、日常の小さなニコニコを言

葉に代えて、どしどしレポートとしてご報告頂ければ幸いです。 

以上、お願いも含めまして、はなはだ雑駁ではございますが、

今期、副会長としての就任ご挨拶とさせて頂きます。それでは皆

さま、一年間、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

安東仁志会長 

 「自分に会長職が本当にできるのか。」散々悩み考えました。 

また、新型コロナウィルスという「とんでもない時期」でも

あります。ただ、川崎中央ロータリークラブの大好きな仲間、

社会のため、力足らずでありますが、奉仕することが、自分

自身の更なる成長になるとも考え、基本姿勢と次項の自分な

りの3つの行動計画を考え一年間尽力することを決意いたし

ました。 

基本姿勢 このような時期ですが「活動は行っていきた

い。」ただ、制約を受けることは間違いありません。現に制

約を受けていることが現実です。今まで「こうであった。」

ということが、できない可能性もあり、予めご了承いただ

きますようお願いいたします。 

ただ、違った意味、活動で今まで以上のクラブ活動が本年

もできますよう、努力していく所存です。 

1）奉仕活動は、各奉仕委員長にご相談、提案いただき纏め

いきたく思います。 

 ただ、本年は例年参加しています市民祭りが中止である

ように聞いており、参加ができません。それに代わる、

「できる活動」を検討いたしたく思います。その中 

でも新型コロナウイルス関連もしくは、医療、子供を対

象にした。寄付活動、奉仕活動を考えたく思います。 

 2期に渡って行っています。「地区補助金申請」を恒久活

動になりますよう本年も継続行いたいと考えています。

会員各位のご提案をお待ちしております。 

2) 会員増強は、活動に制約を受け非常に難しい時期かもし

れません。別建て予算も作成し拡大増強正副委員長3人態

勢で3名中心に行動計画を立てていただき、ファミリヤで

素晴らしい当クラブの特性を生かし、会員全員にご協力

をいただき、仲間を増やして行きたいと思います。 

 広報としてもHPを更に有効活用し、奉仕・親睦活動内容、

例会状況、寄付内容を随時更新すべく業者を選定しまし

たので、随時行っていき増強のツールの一つとするよう

企画しております。その他会員増強に利用できる広報が

ないか考えようと思います。 

3) 親睦活動は、会員間の融和、硬い友好の構築に必須です。

特に当クラブとしては 、 

 得意な分野でもあり、会員増強にもつながりますので、

制約は入るかもしれませんが、 

 工夫しながら、食事会、旅行、ゴルフ、卓球大会、ボー

リング大会等「できるもの」を親睦委員長中心に親睦委

員の方々に企画実行いただきたいと考えております。 

  35周年という、礎期を超えた当クラブとしては、その培

われた「川崎中央ロータリークラブスピリッツ」により

この難局を更なる飛躍の年にできるようにピンチをチャ

ンスにすべく、その時その時に、「いまできることを考え」

実行していければと考えます。 

そのために、是非、会員皆様の心強いお力添いをいただ

きますようお願いいたします。 

 
 

 

７月13日(月) 理事・役員就任挨拶 
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