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スマイル体操
司会と斉唱

お客様紹介

平成 29 年 1 月 18 日（水）

松山 直樹 副会長

会員数 60 名

山川 哲史 親睦委員長
野口 隆一 会場監督
色摩 和恵 ソングリーダー
「君が代」「我等の生業」
塩田 聡 親睦委員

戸川 俊雄 出席副委員長
出席 36 名

欠席 24 名

（対象外 8 名）
前々回訂正

出席率 69.23%
欠席 19 名

MAKE UP 4 名

（対象外 8 名）
欠席者
クルーズ君
貝田君
溝淵君
三平君
相良君

訂正出席率 81.82%

花田君
上山君
峯岸君
柾木君
渡邊（敏）君

奨学金の贈呈

波木井君
小林（美）君
松尾君
野口（哲）君
渡辺（伸）君

濱田君
三浦君
妻鹿君
小澤君
吉岡君

小林（政）君
松波君
茂木君
重田君

凌飛君

松山副会長より、凌 飛 君に米山記念奨学金の贈呈が行
われました。

鏡開き

2017 年 年男（酉年）

1945 年（昭和 20 年） 小澤 秀昭 会員
1957 年（昭和 32 年） 大塚 正一 会員・藁科 義弘 会員
1969 年（昭和 44 年） 重田 洋一 会員・茂木 常夫 会員

乾杯

藁科 義弘 親睦委員

お誕生日おめでとうございます！

川崎マリーン RC 鈴木 慎二郎 様
米山記念奨学生 凌 飛 君
尾﨑 勇太 様（佐久間 馨 会員 アシスタント）

出席報告

お祝い

星野 博 会員

新年おめでとうございます。乾杯！

●会員誕生日
●
市川 清 会員
大塚 正一 会員
●ご夫人誕生日
●
松尾 喜佐子 様
野口 テル 様
米山 麻千子 様
●結婚記念日
●
波木井 輝昭 会員
●入会記念日
●
金子 房一 会員
松波 登 会員

会長報告

大部 哲也 会員
塩田 聡 会員

洪 征治 会員
クルーズ 由美子 会員

石井 静子 様
貝田 千恵子 様
入来 和美 様

三浦 智子 様
溝淵 由美子 様
茂木 さゆり 様

野口 隆一 会員
野口 哲志 会員
上山 剛志 会員

洪 征治 会員

松山 直樹 副会長

1. 理事会報告（別紙議事録を参照）
2. 高良明ガバナーよりいただいた新年のご挨拶状を回
覧します。
3. 地区より、2017 ～ 18 年度 R 財団プログラム参加
のための「クラブの参加資格認定：覚書（MOU）」
提出依頼がきております。
※ 2017 ～ 18 年 度 大 塚 会 長、2018 ～ 19 年 度
佐久間会長の署名で提出いたします。
4. 『2016 ～ 19 年度版クラブを成功に導くリーダー
シップ』（旧クラブ役員キット）が届いております。
※ 2017 ～ 18 年度 大塚会長にお渡しします。ご活
用ください。
5. R 財団および米山記念奨学会への寄付の表彰品が届
きましたのでお渡しします。
•• ベネファクター認証状と認証ピン：松波 登会員
•• マルチプル・ポール・ハリス・フェロー襟ピン：
石井 弘会員 +6 戸川俊雄会員 +5 野口哲志会員 +5
横山芳春会員 +1
•• ポール・ハリス・フェロー認証状と襟ピン：
野口隆一会員、渡辺伸一会員
•• 第 61 回 米山功労クラブ感謝状：川崎北 RC
•• 米山功労者メジャードナー感謝状：川野正久会員
（第 45 回）
•• 米山功労者マルチプル感謝状：戸川俊雄会員（第
9 回）、佐久間馨会員（第 2 回）

幹事報告

大塚 正一 幹事

1. 地区からの来信
•• アトランタ国際大会日本人親善朝食会のご案内
日時：6 月 11 日（日） 7：00 ～ 9：00
会場：ハイアット リージェンシー アトランタ
地下 1 階ボールルーム
会費：10,000 円 / 人（着席）
※ポリオへの寄付 26.5 ドル含む
•• クラブ会長・幹事セミナー②開催のご案内
日時：2 月 16 日（木） 15：00 ～ 17：30
会場：メモワールプラザソシア 21 4 階
2. 新川崎 RC より、2017 年よりクラブ例会はすべて
夜間例会とする旨のご連絡が届いております。
例会場：川崎日航ホテル 点鐘 18：30
3. 他クラブ例会臨時変更
●新川崎 RC
2 月 1 日（水）夜間例会 点鐘 18：30
2 月 15 日（水）川
 崎幸 RC との合同例会
川崎日航ホテル 点鐘 18：00
●横浜本牧 RC
2 月 9 日（木）3RC 合同例会 山手迎賓館 点鐘 18：00
2 月 23 日（木）休会
2 月 25 日（土）親睦移動例会（お花見の会）河津町

委員会報告
横山 芳春 青少年奉仕委員長

2 月 18 日～ 19 日の RYLA へのご協力をお願いします。

横山 芳春 ゴルフ同好会幹事

6 クラブ合同コンペは第 3 回松波会長杯を兼ねて開催
します。詳細は次週ポスティングします。

クラブフォーラム

職業奉仕委員会

大部 哲也 職業奉仕委員長

ロータリークラブは奉仕団体です。
クラブ内には職業以外の奉仕委員も
ありますが、その根本は職業奉仕で
あり、そこが他の奉仕団体との違い
です。職業奉仕とは、職業倫理を高
めることであり、これを実践するこ
とがロータリアンの本質と考えます。
実践方法の具体例を上げると、「適正な利潤を上げる」
「適正に配分する」といった項目が挙げられます。実践
例について、佐久間会員に話していただきます。

佐久間 馨 職業奉仕委員

私は会社員生活を経て、ゴルフ科学
研究所を開きました。インストラク
ターの育成やプロゴルファーのサ
ポートのほか、メンタルの研究成果
を他のスポーツ等に応用したりして
います。当クラブ会員の皆様は、私
のゴルフの腕前をご存知と思います。

これは、猛練習の成果ではなく、研究の成果なのです。
ところで、私は子供のころから手品が好きで、自分でト
リックを開発したりしています。手品には「誰にでも
できるもの」と「練習が必要なもの」の二種類あります。
今からお見せする手品は、道具を持っていれば誰にで
もできるのです。（手品を実演）この手品の種明かしを
すると、このような道具を使っているのです。ルール
に従っていれば自動でできるので、
「セルフワーキング」
と呼んでいます。
ゴルフもこれと同じことなのです。野球やサッカーと
違って、相手は止まったボールです。やり方さえわかっ
ていれば、セルフワーキングで上達するのです。
私は、利潤追求目的ではなく、「自分が好きなゴルフで
苦労している人を助けたい」という思いで起業しまし
た。プロゴルファーとの契約は、「賞金の何パーセント
を受け取る」というもので、成果が出なければ売上は
ありません。社員にも売上が明らかなので、利益の配
分も自ずと適正なものになっていると思います。

ニコニコリポート

松下 幸夫 副会場監督

川崎マリーン RC 鈴木 慎二郎 様

川崎北 RC の皆様、いつもお世話になっております。本年
もよろしくお願い申し上げます。

松山 直樹 副会長、大塚 正一 幹事

新年おめでとうございます。あと半年 ! 一層のご協力をお
願いいたします。

武田 信平 君

昨年もフロンターレを熱く応援していただきありがとうご
ざいました。元日の天皇杯決勝では、選手たちはよくがん
ばり延長まで戦いましたが、残念ながら鹿島に敗れ準優勝
に終わりました。昨シーズンも無冠で終わり、誠に悔しく
もあり残念でもありますが、いつまでも落ち込んではいら
れません。チームは新選手を獲得し昨日よりキャンプインし
ました。初タイトルを目指し、諦めることなく戦っていき
ますので、今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします。

横山 芳春 君、朝山 浩 君、帯谷 昌充 君、山川 哲史 君、
谷口 一成 君、塩田 聡 君、村山 輝忠 君、藁科 義弘 君

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い
いたします。

戸川 俊雄 君、世良 俊昭 君、洪 征治 君
新年おめでとう。

金子 房一 君、北村 善市 君

新年おめでとうございます。今年も良い年でありますように。

星野 博 君、若林 潤 君

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い
いたします。

谷口 一成 君

大部職業奉仕委員長、本日のクラブフォーラムよろしくお
願いいたします。

佐久間 馨 君

皆さんあけましておめでとうございます。年明け早々の
1 月 6 日に初孫が生まれました。長女も孫も北村先生のと
ころでの出産です。先生ありがとうございました。とても
かわいい女の子です。

