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木槌の引継ぎ
米山 元章 前会長から柳澤 信夫 会長へ

点　鐘 柳澤 信夫 会長

スマイル体操 クルーズ 由美子 親睦委員長

司会と斉唱 峯岸 雅宏 会場監督
横山 芳春 ソングリーダー

「君が代」「奉仕の理想」

お客様紹介 谷口 一成 親睦副委員長

出席報告 世良 俊昭 出席委員長

会員数 60 名 出席 44 名 欠席 16 名
（対象外 4 名） 出席率 80.00%
前々回訂正 欠席 20 名 MAKE UP 4 名

（対象外 4 名） 訂正出席率 78.95%

欠席者
花田君 濱田君 生垣君 川野君 貝田君
上山君 込田君 三浦君 溝淵君 三平君
岡本君 大部君 帯谷君 重田君 関君
色摩君

お客様ご挨拶
国際ロータリー第 2590 地区第 2 グループ 
ガバナー補佐 小泉 正博 様（川崎中原 RC）

新年度を迎え、柳澤会長・佐久間幹事丸の就航まこと
におめでとうございます。貴クラブのますますの発展
と会員の皆様の健康をお祈りいたします。2 週間後にガ
バナーの公式訪問を控えておりますのでひとつお願い
があります。お手元のレジュメは箕田ガバナーが職業
奉仕についての研修で使われたものです。ぜひこちら
を読んで、公式訪問にあたっていただきたいと思いま
す。1 年間よろしくお願いいたします。

川崎 RC 山本 浩文 会長・中野 喜正 幹事

会長の山本と幹事の中野です。川崎北 RC 様におかれま
しては、我々と同じ川崎市内の基幹クラブのひとつと
して、会員増強や奉仕活動において、たいへん素晴し
い年になることを心よりお祈り申し上げます。一昨年、
佐久間幹事には、地区大会ゴルフにおいて、たいへん
大きなご尽力をいただきましたことにあらためてお礼
申し上げます。今年 1 年、よろしくお願いいたします。



川崎中 RC 金子 利昭 会長・叶野 聡 幹事

会長の金子と、幹事の叶野です。まだ未熟なところは
ありますが、近隣クラブということで、この 1 年間、
十分にロータリーを満喫したいと思います。よろしく
お願いいたします。

川崎中原 RC 市川 功一 会長・会田 公雄 幹事

会長の市川と幹事の会田です。よろしくお願いいたし
ます。私どものクラブは川崎北 RC から誕生して来年で
30 年です。まだまだ至らないところがありますが、1
年間、会員増強以外の面でぜひ協力をたまわりたいと
思います。よろしくお願いいたします。

川崎とどろき RC   内野 徹 会長・ 
冨岡 茂太郎 幹事

皆様こんにちは。会長の内野と幹事の冨岡です。今日
は川崎北 RC に表敬訪問させていただいております。私
どものクラブで、16 歳のエクアドルの高校生を 8 月に
迎えることになります。その件につきましては皆様方
に協力をいただかなければなりません。ぜひよろしく
お願いいたします。

入会式 齊木 貴 新会員
入会おめでとうございます！

先般他界した父の仕事
を継いだ次男です。祖
父が創業して私が 3 代
目です。皆様のご指導
をいただきながら、少
しでもお役にたてるよ
うに努力していきたい
と思っております。ど

うぞよろしくお願いいたします。

乾杯 市川 清 会員
本日は当期の第 1 例会
です。会長の方針どお
り、立派なクラブにな
るようにしていきたい
と思います。併せて、
今日ご来会のビジター
の皆様と会全体のご健
勝を心からお祈りして

乾杯したいと思います。

記念品贈呈
前会長・副会長・幹事お疲れ様でした！

会長報告 柳澤 信夫 会長
1. 第 65 回「社会を明るくする運動」運営資金協賛の

お願いが届いております。
2. 中原区諸団体合同新年賀詞交歓会の収支決算書が届

いております。

幹事報告 佐久間 馨 幹事
1. ロータリーレート変更

7 月より、1 ドル＝ 124 円に変更
2. 他クラブ例会臨時変更

川崎大師 RC
7 月 29 日（水）
暑気払い移動例会「韓の台所」新川通店
点鐘 18：00

3. 他クラブ会報の回覧―新川崎 RC、川崎西北 RC



4. 本日の配布資料
活動計画書・会報用ファイル・地区大会の記録誌
※会員名簿（手帳版）は、各自のポストに投函。

5. クラブ協議会：本日例会終了後、ガバナー補佐をお
迎えしてクラブ協議会を開催。理事・役員・委員長
各位のご出席をお願いいたします。なお、委員長ご
欠席の場合は、必ず代理出席のお手配をお願いいた
します。

6. 定例理事会：次週 7 月 8 日（水） 例会前 11 時 15 分
より、定例理事会を開催。理事・役員各位のご出席
をお願いいたします。

委員会報告 佐久間 馨 幹事
 ● パスト会長会開催のご案内
日時：7 月 1 日（水） 18：00 ～
会場：加賀料理「やまぐち」

 ● 第 12 回インターアクトサマーミーティング開催の
ご案内
日時：8 月 1 日（土） 10：00 ～ 16：00
会場：横浜ワールドポーターズ 6 階イベントホール A
※申込期日：7 月 16 日（木）

 ● 横浜東 RAC 例会のご案内
日時：7 月 8 日（水） 20：00 ～ 21：00
会場：ホテルキャメロットジャパン

 ● 今月のクラーク記念国際高校 横浜青葉 IAC の例会
日時：  7 月 10 日（金）・24 日（金）  13：40 ～
会場：校舎内

会長就任挨拶 柳澤 信夫 会長
本年度の会長を仰せつか
りました柳澤でございま
す。今年度の方針は、前
年度に引き続き「楽しい
奉仕」です。楽しいとい
う状況をつくるためには、
心が豊かであり、体が健

康でなければいけません。会員の皆様はまずこの 2 つ
のことを心がけてください。
奉仕の対象は、国際奉仕、地域社会と様々ありますが、
ぜひ会員の皆様にはご家族に対する奉仕を念頭に置い
てこの 1 年のロータリー活動に励んでいただきたいと
思います。
その他、バヌアツ国際奉仕、かわさき鈴虫祭りと川崎
北クラブの伝統がございますが、皆様方、近隣のクラ
ブ会員の皆様にもご参加いただければと思います。
この少子・超高齢化社会において、我々自身が奉仕をす
る立場をどういう視点で捉えるかについてですが、持
続可能社会（Sustainable society）を念頭に置き、その
中で私達ができる奉仕は何かということを考え、それ
ぞれ提案をし、活動していただきたいと思います。
これからの 1 年間、執行部にとりまして大変長い 1 年

となると思いますが、ぜひ皆様方のご指導、ご鞭撻に
よって、素晴らしい川崎北ロータリクラブの活動を実現
したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

副会長就任挨拶 若林 潤 副会長
会長の言葉にもありまし
たが、「心豊かな、健やか
な、楽しみのあるクラブ」
というのは、皆さんの健
康だと思います。ぜひそ
れに協力していきたいと
思います。どうぞ皆さん

よろしくお願いいたします。

幹事就任挨拶 佐久間 馨 幹事
今年 1 年、幹事をいたし
ます佐久間でございます。
今回幹事をするにあたっ
て、より一層 RC を勉強
するいい機会をいただい
たと思って、頑張ってい
きたいと思います。

例会の運営の中で、会員の方の不満や負担をできるだ
け軽減できるよう努めたいと思います。
また、これからの時代に会員が増えていくような RC に
なるようにしていきたいと思います。今を変えたいと思
うなら、今までと違うことをやらなければなりません。
新しいことにどんどんチャレンジしながら川崎北 RC が
輝くクラブになるように努力していきたいと思います。
1 年間よろしくお願いいたします。

クラブ会報委員長就任挨拶 小澤 秀昭 委員長
今年度会報委員長を担当
いたします小澤でござい
ます。よろしくお願いい
たします。会報委員会は
今年度から大きく変わり
ます。会報の編集を（株）
マインドウェアに委託し

ます。2010 年度から委員がローテーションを組んで会
報の編集を行ってきましたが、会員への負担が大きい
ためです。どうかご理解をいただきたいと思います。
会員の方にはご自分の会社はもとより、職業奉仕、ま
たは社会奉仕の活動に力を注いでいただければと思い
ます。
また会報は川崎北クラブの歴史でもあります。後世に
残る資料として活用していただけるよう、努力してま
いりたいと思います。今年度 1 年間よろしくお願い申
し上げます。



ニコニコリポート 入来 武久 副会場監督
国際ロータリー第 2590 地区第 2 グループ 
ガバナー補佐 小泉 正博 様（川崎中原 RC）

新年度を迎え、柳澤会長、佐久間幹事丸の就航を祝
しまして。

川崎 RC 山本 浩文 会長・中野 喜正 幹事
新年度にあたり表敬訪問に参上させていただきまし
た。貴クラブの更なるご発展・ご隆盛と、会員ご一同様、
ご家族皆々様の益々のご健勝を祈念申し上げます。

川崎中 RC 金子 利昭 会長・叶野 聡 幹事
本 日、 表 敬 訪 問 に 来 ま し た。 今 年 度（2015 ～
2016）1 年間、川崎北ロータリークラブの皆様、よ
ろしくお願いいたします。

川崎中原 RC 市川 功一 会長・会田 公雄 幹事
輝かしい新年度の第一回、私達の初めての仕事が皆
様へのご挨拶となりました。本年もよろしくご指導
のほどお願いいたします。

川崎とどろき RC   内野 徹 会長・ 
冨岡 茂太郎 幹事

本日は新年度を迎え、表敬訪問にお伺いいたしまし
た。柳澤会長、佐久間幹事をはじめ、川崎北ロータリー
クラブの皆様よろしくお願いいたします。そして皆
様の益々のご発展を心よりお祈りいたします。

柳澤 信夫 会長・佐久間 馨 幹事
小泉 正博ガバナー補佐および近隣クラブの会長・幹
事の皆様、本日はようこそおいでくださいました。
新年度のスタートです。楽しく有意義な年度にしま
しょう。会員の皆様のご指導、ご協力をよろしくお
願いいたします。

若林 潤 副会長
今年度は副会長をつとめさせていただきますので、
よろしくお願いします。

市川 清 君
柳澤年度の始まりを祝して！

石井 弘 君
新年度の発足、心よりお祝いいたします。

大山 廣晃 君
柳澤新会長はじめ役員皆様方のご活躍、お祈り申し
上げます。

甲田 博康 君
柳澤年度の発足を祝して。

金子 房一 君・木村辰雄 君
新年度よろしく頑張ってください。

野口 哲志 君
柳澤年度を祝して。若林副会長も頑張ってください。

小泉 昌彦 君
柳澤新会長ほか新役員の皆様、今年 1 年よろしくお
願いします。

渡辺 伸一 君
6 月 29 日に 53 歳の誕生日を迎えました。思いがけ
ず戸川会員からお電話をいただき感激しました。戸
川さんのお年まで元気でいられるよう、そろそろダ
イエットに励もうと思います。

世良 俊昭 君
柳澤会長、佐久間幹事、理事・役員の方、本年度頑張っ
てください。

松山 直樹 君・帯谷 昌充 君・松波 登 君・ 
大塚 正一 君・重田 洋一君（国際奉仕委員会）

1 年間ご協力をお願いいたします。皆様でバヌアツ
へ行きましょう。

洪 征治 君・戸川 俊雄 君・宮崎 秀樹 君 
（青少年奉仕委員会）

柳澤・佐久間丸の門出を祝して。米山もよろしく。
RYLA のホストクラブですので、会員皆様のご協力
をお願いします。齊木さん、入会おめでとうござい
ます。

朝山 浩 君・横山 芳春 君・渡邊 敏久 君・ 
峯岸 雅宏 君（研修委員会）

柳澤年度の出帆、おめでとうございます！！
1 年間、頑張ってください！！

松尾 正 君・渡邊 敏久 君・米山 元章 君・ 
茂木常夫 君・クルーズ 由美子 君 

（会員増強委員会）
柳澤、佐久間年度のスタートを祝して。
齊木さん、入会おめでとうございます。

柾木 永一郎 君・相良 久征 君・小林 政男 君 
（職業奉仕委員会）

右も左もわかりませんが、1 年間よろしくお願いし
ます。

クルーズ 由美子 君・谷口 一成 君・朝山 浩 君・
横山 芳春 君・山川 哲史 君・茂木 常夫 君・ 
相良 久征 君・渡辺 伸一 君・塩田 聡 君・ 
村山 輝忠 君・藁科 義弘 君（親睦委員会）

柳澤年度のスタート、おめでとうございます。
今年 1 年よろしくお願いいたします。

小澤 秀昭 君・大塚 正一 君・戸川 俊雄 君・ 
松下 幸夫 君（会報委員会）

今年も 1 年間よろしくお願いいたします。

峯岸 雅宏 君・北村 善市 君・入来 武久 君・ 
松山 直樹 君・野口 隆一 君（SAA）

柳澤年度のスタートおめでとうございます。1 年間
ご協力よろしくお願いいたします。


