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第2692例会	 平成 27年 10月 28日（水）

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 入来 武久 副会場監督
塩田 聡 ソングリーダー
「手に手つないで」

お客様紹介 村山 輝忠 親睦委員
ゲストスピーカー 
	 吉崎 治 様（川崎宮前 RC）
川崎西 RC 創立 50 周年記念実行委員会委員長 
	 片岡 登美夫 様（川崎西 RC）
川崎西 RC 創立 50 周年記念実行委員会副委員長 
	 吉田 惠一 様（川崎西 RC）
萩原 ひとみ 様（川崎中 RC）

出席報告 塩田 聡 出席委員
会員数 60名 出席 36名 欠席 24名
（対象外 7名） 出席率 67.92%
前々回訂正 欠席 21名 MAKE	UP	6 名
（対象外 6名） 訂正出席率 83.02%

欠席者
朝山君	 花田君	 甲田君	 木村君	 川野君	
小林君	 上山君	 込田君	 宮崎君	 松波君	
溝淵君	 松山君	 峯岸君	 松尾君	 松下君	
茂木君	 三平君	 帯谷君	 重田君	 関君	
谷口君	 若林君	 渡邊（敏）君	 横山君

入会式 小林 美和 新会員
入会おめでとうございます !

武蔵中原のカリンカリンは、11
月 1日で 10 年目になります。節
目の年に会員になれたことを誇り
に思います。まだまだ未熟ではご
ざいますが、ご指導の程よろしく
お願いいたします。

会長報告 柳澤 信夫 会長
1.	 中原区諸団体合同新年賀詞交歓会準備会開催のご案内
日時：平成 27年 11月 5日	（木）	10：00 ～
会場：中原区役所 5階	503 会議室

幹事報告 佐久間 馨 幹事
1.	 地区からの来信
クラブ奉仕委員長会議開催のご案内
日時：2015 年 11 月 17日	（火）	15：00 ～ 17：30
会場：メモワールプラザソシア 21
※若林委員長、ご出席お願いいたします。

2.	 他クラブ例会臨時変更
●川崎大師 RC
11 月 11 日⇒ 14日（土）		移動例会	地区大会参加
11月 25日⇒ 30日（月）		 	3RC 合同例会	

川崎日航ホテル	
点鐘 18：30

●新川崎 RC
11 月 11 日	（水）		 1000 回記念例会	「煌蘭」
11月 18日⇒ 14日	（土）		 移動例会	地区大会参加
●川崎鷺沼 RC
11 月 11 日⇒ 14日	（土）		 移動例会	地区大会参加
12月 16日	（水）	 	年末家族会	ヨコハマグランド	

インターコンチネンタルホテル	
点鐘 18：00

12 月 30 日⇒ 18日	（金）	 	移動例会	川崎西 RC	
創立 50周年記念式典・
祝賀会に出席

●川崎中原 RC
11 月 12 日⇒ 14日	（土）	 移動例会	地区大会参加
11月 26日	（木）	 	移動例会	ホテルメッツ溝ノ口「桂林」	

点鐘 12：30
12 月	3 日	（木）	 	早朝移動例会	コメダ珈琲	

川崎武蔵中原 FC店	点鐘 7：30
12 月 10 日	（木）	 	年末家族会	クイーン・アリス

ガーデンテラス日吉	点鐘 18：30
12 月 24 日	（木）・31日	（木）	 休会
●横浜あざみ RC
11 月 18 日	（水）	 	移動例会	 アートフォーラム

あざみ野	2F	 セミナールーム	
点鐘 12：30

3.	 11 月 4日	（水）	例会前 11：15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。



お客様からのご案内
萩原 ひとみ 様（川崎中 RC）
11 月 7 日	（土）	に行われる中原一斉クリーンアップ大
作戦と、同日に行われる川崎北税務署長さんによるマ
イナンバーのお話と桂米多朗さんの落語の会のチラシ
を配らせていただきました。ぜひご参加ください。

委員会報告
指名委員会 （小澤 秀昭 座長）
次期理事・役員候補者発表
次期理事・役員候補者：	
会長	松波	登	会員（既決）、副会長	松山	直樹	会員、	
理事	大部	哲也	会員、理事	横山	芳春	会員、	
理事	谷口	一成	会員、理事	村山	輝忠	会員、	
理事（無任所）	柳澤	信夫	会員（既決）、	
幹事	大塚	正一	会員、会計	塩田	聡	会員
2017 ～ 18 年度会長：大塚	正一	会員

クラブフォーラム 社会奉仕委員会
吉崎 治 様（川崎宮前 RC）

東日本大震災のあと、
宮前 RCでは、いわき
平 RC の要請を受け、
宮前で活動している
和太鼓と津軽三味線
の団体がいわき市で
演奏を行うよう取り

計らい、被災者にたいへん喜んでいただきました。また、
相馬市震災孤児等支援金支給基金に寄付を行いました。
震災後宮前区に避難されていた方を宮前 RCの忘年会に
招待したこともあります。最近の事例では、ネパール
の大震災の 3日後には、例会ですぐに寄付金を集め、
大使館に持参しました。北関東東北豪雨に際しては、寄
付金を水海道 RCに送金しました。
宮前 RCは、このような支援活動について、素早く意思
決定して実行できる体制になっています。

武田 信平 名誉会員
サッカーによる興行
だけでなく、地域貢
献のさまざまな活動
を行なうことも事業
の大きな柱です。
フロンターレが行っ
ている地域・社会貢

献について紹介します。
・サッカーにちなんだ問題満載の「フロンターレ算数ド
リル」を市と共同で制作し、市内の 6年生全員に配布

・赤い羽根共同募金会と協力し、企業に募金の呼びかけ
・フロンターレのコーチが市内の小学校で体育の授業
・エコ活動「CC等々力」の実施

このほか、東日本大震災の支援で、中村憲剛選手のサ
イン入りフロンターレ算数ドリルやボール等を陸前高
田に寄付しました。これが縁で、選手が陸前高田を訪
れて開催するサッカー教室や、陸前高田の小学生を川
崎に招く「川崎修学旅行」を開始し、「支援はブームじゃ
ない」というモットーで、支援活動を継続しています。
波木井 輝昭 社会奉仕副委員長

ソニー生命保険では
心のケアを重視した
奉仕活動を行ってい
ます。
当クラブでは、これ
までに AED のトレー
ニングキット、花の

プランター、いじめ撲滅冊子の寄贈といった社会奉仕
活動をしてきました。今年度のガバナーは、「地域に密
着した奉仕活動を」とテーマを掲げられていますので、
どのように予算を使ったら本当に喜んでいただけるの
かを考えながら活動していきたいと思います。

ニコニコリポート 野口 隆一 副会場監督
片岡 登美夫 様（川崎西 RC）、吉田 惠一 様（川崎西 RC）
お邪魔いたします。よろしく。

吉崎 治 様（川崎宮前 RC）
お世話になります。宜しくお願いいたします。

萩原 ひとみ 様（川崎中 RC）
今日は大変お世話になります。区民会議からのチラシを配
らせて頂きました。11 月 7 日	（土）	8：30 より中原一斉
クリーンアップのエントリーシートが裏面にあります。区
内の会社、お店、自宅のまわりでも大丈夫ですので、ぜひ
ご参加ください。「中原を日本一きれいな町に」を目指し
ています。土曜日お休みの会社は前日でも大丈夫です。同
じ 11月 7日	（土）	13：30 から、川崎北税務署長さんのマ
イナンバー他のお話と、桂米多朗師匠のお楽しみ落語の会
を精養軒で開きます。こちらもどうぞお寄りください。

柳澤 信夫 会長、佐久間 馨 幹事
10 月最後の例会です。早いもので今年度も 3分の 1が過
ぎました。本日入会の小林美和さん、入会を心より歓迎い
たします。これから楽しく充実したロータリーライフを一
緒に作っていきましょう。また、波木井副委員長および御
関係の皆様、社会奉仕のクラブフォーラム宜しくお願いい
たします。

戸川 俊雄 君、横山 芳春 君、大塚 正一 君
小林美和さん、入会おめでとうございます。今後、末永く
お付き合いの程、お願いいたします。

生垣 繁 君、世良 俊昭 君、洪 征冶 君
小林さんの入会を祝して。川崎宮前 RCの吉崎様、本日の
卓話を楽しみにしております。

相良 久征 君、クルーズ 由美子 君、塩田 聡 君、 
渡辺 伸一 君、村山 輝忠 君、藁科 義弘 君、 齊木 貴 君
小林美和さん、川崎北ロータリーへようこそ！そして、親
睦委員会へようこそ！仲良くしましょう！


