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第 2769 例会
点

鐘

スマイル体操
司会と斉唱

平成 29 年 7 月 19 日（水）

大塚 正一 会長

平野 和枝 親睦委員
朝山 浩 副会場監督
色摩 和恵 ソングリーダー
「それでこそロータリー」

お客様紹介

石原 安 親睦委員

出席報告

生垣 繁 出席委員

川崎 RC 田辺 真一郎 会長、岩澤 克政 幹事
川崎鷺沼 RC 菅原 一夫 会長、香田 大志郎 幹事
会員数 58 名

出席 36 名

前々回訂正

欠席 19 名

（対象外 5 名）
（対象外 5 名）
欠席者
クルーズ君
小林（政）君
峯岸君
岡本君
藁科君

花田君
貝田君
茂木君
重田君
山川君

波木井君
上山君
三平君
関君

欠席 22 名

出席率 67.92%

MAKE UP 4 名

訂正出席率 81.13%
濱田君
三浦君
妻鹿君
相良君

甲田君
溝淵君
野口（隆）君
谷口君

お客様ご挨拶

会場：メゾンドバッハ 701（川崎中原 RC 都倉会員宅）
会費：1,000 円
2. 理事会日程変更のお知らせ
8 月 2 日（水）⇒ 8 月 9 日（水） 11：15 ～

幹事報告

帯谷 昌充 幹事

1. 地区からの来信
①クラブ雑誌委員長会議開催のご案内
日時：2017 年 8 月 29 日（火）15：00 ～ 17：00
会場：メモワールプラザソシア 21
②クラブ奉仕委員長会議開催のご案内
日時：2017 年 8 月 21 日（月）15：00 ～ 17：00
会場：メモワールプラザソシア 21
2. 例会情報
●川崎鷺沼 RC
第 1 週：点鐘 12：30、
第 2 週・第 3 週：点鐘 18：00（夜間例会）
●川崎高津 RC
第 5 週は例会なし（クラブ細則変更）
3. 他クラブ例会臨時変更
●川崎とどろき RC
8 月 7 日（月）、8 月 14 日（月）休会
●川崎高津 RC
7 月 27 日（木）⇒ 30 日（日）移動例会、高津区民祭
8 月 10 日（木）休会

委員会報告

川崎 RC 田辺 真一郎 会長、岩澤 克政 幹事

佐久間 馨 研修委員長

川崎鷺沼 RC 菅原 一夫 会長、香田 大志郎 幹事

1. 7 月 12 日（水）パスト会長会「大塚会長・帯谷幹
事を励ます会」に多数ご参加をいただきありがとう
ございました。
2. 7 月 13 日（木）、地区の研修委員長会に参加いたし
ました。ロータリーの楽しさを伝えよう、というこ
とで、新入会員退会防止について話し合いました。

先週から色々な RC をまわって
いますが、こちらの会場のすば
らしさに圧倒されました。会員
数も負けそうな勢いです。一年
間よろしくお願いいたします。

会長報告

我々の RC は、来年で 40 周年を
迎えます。また、それに向けて
活性化するために会員増強にも
努めたいと思います。一年間よ
ろしくお願いいたします。

大塚 正一 会長

1. 第 2 グループ新会員研修会開催のご案内
日時：2017 年 8 月 23 日（水） 17：00

集合

就任の挨拶

入来 武久 副会長・クラブ奉仕委員長・60 周年実行委員長

2020 年の 60 周年の節目に当た
りまして当クラブの原点にかえり、
歴史と伝統、その歩みを振り返る
とともに、これからもっとすばら
しいクラブにしていけたらなと思
います。ご協力お願いいたします。

朝山 浩 プログラム副委員長・ロータリー財団委員長

プ ロ グ ラ ム 委 員 会 メ ン バ ー、
一丸となって魅力的な例会づ
くりに努めます。また、財団
委員長としては、昨年 100 周
年を迎えたロータリー財団の
活動を皆さんに紹介していき
たいと思います。

米山 元章 戦略計画委員長

戦略委員会は、活発に活動し、
人道的奉仕を増やし、世の中
にロータリーを紹介していく
ことを基本とします。60 周年
実行委員会と協力して、進め
ていきたいと思っております。

横山 芳春 インターアクト委員長

インターアクトの例会は第 2・
第 4 金曜日 16：00 になりまし
た。先週も例会に参加いたしま
したが、とても充実していまし
た。一人でも多くの皆様に例会
にご出席いただきたいと思って
おります。お誘いいたしますの
で、よろしくお願いいたします。

松山 直樹 米山記念奨学委員長

巣立っていく奨学生の方々が、
川崎北 RC でお世話になったこ
とが良い経験になったなと思っ
て帰っていただけるような活動
ができればなと思っております。
一年間ご協力よろしくお願い申
し上げます。

小澤 秀昭 会員選考委員長

佐久間 馨 研修委員長

副 委 員 長 に は、 波 木 井 委 員、
委員には市川大先輩、重田会
員、相良会員、以上のメンバー
で一年間頑張ってまいります。
どうぞよろしくお願いいたし
ます。

「ロータリーの友」などを活用
して、ロータリーが周知され
るような研修委員会活動をし
ていきたいと思います。また、
各委員会と連携をとりながら
頑張っていきたいと思います。
一年間よろしくお願いいたし
ます。

齊木 貴 社会奉仕委員長

初仕事ですが、2009 ～ 2019
年まで続いております薬物乱
用を根絶しようということで
国連が主体となって行ってい
る募金活動を行っております。
ご協力の程、よろしくお願い
いたします。

小林 美和 国際奉仕委員長

今は何をして良いのかわかり
ませんが、一年間いろいろと
勉強をしながら、国際奉仕に
役立てたらと思います。一年
間、ご協力よろしくお願いし
ます。

洪 征治 青少年奉仕委員長

主に、青少年関係の地区の委
員会に参加したり、川崎すず
虫祭り、中原区民祭への参加
を、社会奉仕委員会とともに
協賛いたします。一年間よろ
しくお願いいたします。

ニコニコリポート

松下 幸夫 副会場監督

川崎 RC 田辺 真一郎 会長、岩澤 克政 幹事
お世話になります。表敬訪問に伺いました。一年間
よろしくお願いいたします。
川崎鷺沼 RC 菅原 一夫 会長、香田 大志郎 幹事
本日は、新年度のご挨拶に参りました。一年間よろ
しくお願いいたします。

大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事
川崎 RC 会長 田辺 真一郎 様、幹事 岩澤 克政 様、
川崎鷺沼 RC 会長 菅原 一夫 様、幹事 香田 大志郎
様、本日はお暑い中、お越しくださいまして、あ
りがとうございます。
武田 信平 君
先週行われました天皇杯 3 回戦、ザスパクサツ群馬
との戦いは 4 対 0 で勝利しました。次の天皇杯は 9
月 20 日となります。J リーグは、7 月 8 日の第 18
節終了後、
3 週間の中断期に入っています。フロンター
レは、この中断期を利用して、函館において夏季キャ
ンプを行っています。J リーグの次節は 29 日、フロ
ンターレは等々力にてジュビロ磐田と戦います。
戸川 俊雄 君、佐久間 馨 君
先週のパスト会長会、無事終了しました。新会長・幹事

に皆様のあたたかいお言葉ありがとうございます。その
時のパスト会長会の余りをニコニコします。川崎 RC 会

長 田辺 真一郎 様、幹事 岩澤 克政 様、川崎鷺沼 RC
会長 菅原 一夫 様、幹事 香田 大志郎 様、ようこそ！

生垣 繁 君、大部 哲也君、松下 幸夫 君
鷺沼 RC 会長 菅原さん、ようこそ。菅原さんのス
ポーツクラブで 20 数年お世話になっています。頑
張ってください。

