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お客様紹介

平成 29 年 3 月 15 日（水）

松波 登 会長
色摩 和恵 親睦委員
野口 隆一 会場監督
山川 哲史 ソングリーダー
「それでこそロータリー」
朝山 浩 親睦委員

海瀬 亀太郎 様（東京新橋 RC）
河合 束 様（川崎中原 RC）
平野 和枝 様（村山 輝忠 会員ゲスト）

出席報告
会員数 60 名

戸川 俊雄 出席副委員長
出席 32 名

欠席 28 名

（対象外 8 名）
前々回訂正

出席率 61.54%
欠席 28 名

MAKE UP 4 名

（対象外 10 名）
欠席者
クルーズ君
石坂君
上山君
松山君
三平君
藁科君

訂正出席率 70.59%

花田君
甲田君
小林（美）君
峯岸君
重田君
柳澤君

退会の挨拶

波木井君
北村君
三浦君
松尾君
佐久間君
横山君

濱田君
小林（政）君
宮崎君
松下君
関君

石井君
貝田君
溝淵君
茂木君
塩田君

村山 輝忠 会員

この 2 年間は私にとって掛け替えのないものでした。
今後は、私を温かく迎えてくださったのと同様に後任
の平野を迎えていただきたく存じます。短い間でした
が誠にありがとうございました。

会長報告

松波 登 会長

1. 地区より、訃報が届いております。
第 2590 地区パストガバナー（1994-95 年度）
中山義之氏（横浜南 RC）が、3 月 7 日にご逝去さ
れました。享年 89 才 故人のご冥福をお祈りし、
ここに謹んでお知らせ申し上げます。
2. 川崎中原 RC より、創立 30 周年記念式典のご案内
が届いております。
日時：5 月 20 日（土） 点鐘 14：50

記念講演 16：00 ～ 記念祝賀会 17：40 ～
場所：ホテル精養軒 登録料：1 万円
記念講演：衆議院議員 小泉進次郎氏
題目：「2021 年の日本に向けて」
※登録ご希望の方は、出欠表にご記入ください。

幹事報告

大塚 正一 幹事

1. 地区からの来信
•• 4 月 2 日（日）地区・研修協議会ご出席の皆様
名刺（普段ご使用の個人名刺可、20 枚以上）を
お持ちください。
R 財団分科会にご出席の方
事前に「財団補助金ハンドブック」を熟読の上、
当日必ずお持ちください。
•• 3 月のロータリーレート：1 ドル＝ 116 円
2. 他クラブ例会臨時変更
●川崎中央 RC
4 月 3 日（月） お花見例会 飯島会員宅
点鐘 18：30
4 月 24 日⇒ 22 日（土） 移動例会
ロータリー経営大講演会に参加
●川崎高津 RC
3 月 23 日（木） お花見夫人デー「フィオーレの森」
点鐘 18：00
3 月 30 日（木） 休会
4 月 13 日⇒ 21 日（金） 移動例会
4RC 合同研修セミナー参加
4 月 20 日⇒ 22 日（土） 移動例会
ロータリーデー（IM 統合）参加
4 月 27 日（木） 夜間移動例会 福住会員宅
点鐘 18：00
●川崎麻生 RC
3 月 24 日（金） 例会終了後、社会奉仕活動（清掃）
3 月 31 日（金） 休会
4 月 14 日（金） 夜間移動例会
カドクラ新百合ヶ丘店 点鐘 18：00
4 月 21 日⇒ 22 日（土） ロータリー経営大講演会に振替
4 月 28 日（金） 休会
●横浜鶴見北 RC
3 月 30 日（木） 休会

●川崎マリーン RC
4 月 20 日⇒ 22 日（土）
ロータリー経営大講演会 参加
3. 他クラブ会報の回覧：川崎 RC、新川崎 RC

委員会報告
大塚 正一 幹事

• 定款・細則の変更に関する説明および決議
• 6RC 合同ゴルフコンペのご案内
日時：3 月 29 日（水） 7：30 現地集合
場所：南総カントリークラブ

クラブフォーラム
谷口 一成 社会奉仕委員長
クラブ社会奉仕事業について
2590 地区のクラブ社会奉仕事業について、昨年 9 月に
社会奉仕委員会で集まって議論したことを中心にお話
しいたします。
川崎北 RC が継続して行っている事業を改めて説明いた
しますと、まず毎年 8 月に行われる「かわさき鈴虫祭り」
への協賛です。昨年度も約 1,000 名の来場者がありま
した。特にお子様には好評を得ております。
次にお正月に行われる「中原消防団 消防大会」への協
賛、そして「中原区民祭」は川崎中原 RC・川崎とどろ
き RC と共同で毎年協賛しております。加えて「川崎フ
ロンターレの支援」、「社会を明るくする運動」も行っ
ております。
昨年度、2590 地区で行われた社会奉仕事業は 219 件
です。内訳は社会的活動：116 件（53％）、人道的福祉
活動：73 件（33％）、文化的・スポーツ的活動：30 件
（14％）となっております。
219 件の内、新規事業：28 件（12.7％）、継続事業：
191 件となっており、新規事業がかなり少ないという
ことが議題に上がりました。「継続して行うことが社
会奉仕になるのではないか」という多数の意見ととも
に、
「もう少し新規事業を増やしてほしい」という意見
もありました。その他に「他クラブの事業に参加したい」
「個々のクラブで事業を完結したい」という発言もあり
ました。
来年度のクラブ社会奉仕事業に向けて
当クラブの社会奉仕委員長を今年度務めましたが、他
クラブに比べ、多人数参加での社会奉仕事業が少ない
のかなと思いました。本日は来年度に向けて、当クラ
ブの社会奉仕活動についての「継続事業」
「新規事業」
「多
人数参加事業」などに関して、皆様からご意見を賜り
たいと思います。
齊木 貴 会員（次年度 社会奉仕委員長）
特に「かわさき鈴虫祭り」や「中原区民祭」は大勢の
方の支持を受けていますので、これらをやめるという
考えにはならないと思います。支持されている事業は
できる限り長く続けることが大事だと思います。

戸川 俊雄 会員
参加人数が多いとか少ないとかは問題ではない。地域
の方と連携して社会奉仕活動を行うことが理想だと思
います。委員会活動を活発に行い、今まで行ってきた
事業は継続しつつ、新規事業を始めれば良いと思います。
松波 登 会長
今まで行ってきた活動は本当に喜んでいただいている
のだから、わざわざ新しいことを探す必要はないと思
います。ただこれだけのメンバーがいるので、新しい
アイデアが出たときは、みんなで検討すれば良いので
はないかと思います。
岡本 徳彌 会員
従来の活動はそのままに新規事業を加えていくという
ことで良いのではないかと思います。
谷口 一成 社会奉仕委員長
皆さん、貴重な意見をありがとうございました。
来年度の事業では中原区の地域振興課と「ゴミを捨て
ないで」等の看板の設置について協議中です。新しい
奉仕活動も積極的に行いつつ、継続事業も続けていこ
うと思います。
今年度および来年度以降もぜひご協力をお願いいたし
ます。

ニコニコリポート

相良 久征 副会場監督

河合 束 様（川崎中原 RC）
いつもお世話様です。
松波 登 会長、大塚 正一 幹事
谷口 社会奉仕委員長、本日のフォーラムよろしく
お願いします。
谷口 一成 社会奉仕委員長
本日、クラブフォーラム（社会奉仕委員会 担当）を
やらせていただきます。よろしくお願いいたします。
村山 輝忠 君
この度の人事異動により、本社へ転勤となりました。
大変お世話になりました。ありがとうございました。
武田 信平 君
先週 10 日、J リーグ第 3 節、フロンターレ対柏の
戦いが等々力で行われました。前半、非常に良い
流れで 2 点を先取、後半に 1 点を返されましたが、
2 対 1 で勝利しました。また、昨夜、アジア・チャ
こうしゅうこうだい
ンピオンズ・リーグ第 3 節、広 州 恒大との試合が
中国で行われました。前半は中々パスが繋がらず
苦しい展開となり、カウンターから失点。後半は、
持ち味を発揮して多くのチャンスを作るも得点で
きず。しかし、終了間際に PK を得て小林がゴール。
1 対 1 で終了しました。
朝山 浩 君、帯谷 昌充 君、色摩 和恵 君
谷口さん、本日のフォーラム、楽しみにしており
ます。よろしくお願いいたします。

