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第2695例会	 平成 27年 11月 18日（水）

点　鐘 柳澤 信夫 会長

スマイル体操 横山 芳春 親睦委員

司会と斉唱 入来 武久 副会場監督
谷口 一成 ソングリーダー
「それでこそロータリー」

お客様紹介 帯谷 昌充 親睦委員
ゲストスピーカー
ポール・ハリス・ソサエティ・コーディネーター 
	 山室 宗作 様（神奈川 RC）
地区 RYLA 委員長 
	 山田 正憲 様（神奈川東 RC）
古田 孝 様（川崎 RC）

出席報告 戸川 俊雄 出席副委員長
会員数 60名 出席 41名 欠席 19名
（対象外 7名） 出席率 77.36%
前々回訂正 欠席 21名 MAKE	UP	4 名
（対象外 5名） 訂正出席率 76.79%

欠席者
朝山君	 花田君	 濱田君	 石井君	 木村君	
洪君	 小林君	 上山君	 込田君	 宮崎君	
溝淵君	 峯岸君	 三平君	 柾木君	 野口（哲）君	
重田君	 関君	 塩田君	 渡邊（敏）君	

お客様ご挨拶
地区 RYLA 委員長 山田 正憲 様（神奈川東 RC）

10 月 半 ば か ら
RYLA の 募 集 が 始
まっています。柳澤
会 長 は じ め メ ン
バー、事務局の方々
にはお世話になりま
す。ぜひご協力をお
願いいたします。

会長報告 柳澤 信夫 会長
1.	 第 3 回	第 2グループ会長・幹事会の報告
11月 4日（水）	18：00 ～	うかい鷺沼店にて開催

2.	 地区大会の表彰品をお渡しします。
◇長寿会員：
市川	清	会員	 吉岡	憲士	会員	 北村	善市	会員	
岡本	徳彌	会員	 木村	辰雄	会員	 星野	博	会員	
渡邊	敏久	会員	 小泉	昌彦	会員	 三浦	善四郎	会員	
石井	弘	会員	 松尾	正	会員	 甲田	博康	会員	
柳澤	信夫	会員	 生垣	繁	会員
◇出席率 100%（2015 年 6月末まで、連続 30年以上）：	
市川	清	会員（50年）	 吉岡	憲士	会員（46年）	
石井	弘	会員（44年）	 岡本	徳彌	会員（40年）	
戸川	俊雄	会員（36年）	 川野	正久	会員（30年）
◇ 	2014-15 年度	米山記念奨学会寄付	7,000 万円達成
クラブ感謝状
◇ 2014-15 年度	「END	POLIO	NOW：歴史に 1ページ
を刻もう」キャンペーン	感謝状	（ポリオプラスへの使
途指定寄付額が	1,500 ドル以上のクラブ）
3.	 川崎市消防局より、救急車の寄贈を受けました。

幹事報告 佐久間 馨 幹事
1.	 地区からの来信
① R米山奨学生・学友・年末パーティ開催のご案内
日時：2015 年 12 月 6日（日）	18：00 ～ 20：30
会場：ホテルキャメロットジャパン	5F
②ローターアクト主催	第 46回地区年次大会	開催のご案内
日時：	2015 年 12 月 13日（日）	

本会議 13：00～ 17：30	懇親会 18：00～ 20：00
会場：メモワールプラザソシア 21
③インターアクトクラブ海外研修報告書

2.	 他クラブ例会臨時変更
●川崎とどろき RC
11 月 23 日（月・祝）　休会
11月 30日（月）・	12 月 7日（月）　移動例会
	 富士通ラウンジ 20F	 点鐘 12：30
12 月 14 日（月）　年忘れ家族会
	 クイーン・アリスガーデンテラス日吉	点鐘 17：50
12 月 28 日（月）　休会
●川崎中 RC
12 月 1日（火）　移動例会
	 エポックなかはら 7F「武蔵」	 点鐘 12：30
12 月	8 日（火）　年忘れ家族会
	 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ	点鐘 17：30
12 月 29 日（火）　休会



●川崎高津 RC
12 月 10 日（木）　年末家族会
	 ホテル KSP	 点鐘 18：00
12 月 17 日⇒ 18日（金）　移動例会	KSP
12 月 24 日・31日（木）	休会
●川崎高津南 RC
12 月 14 日⇒ 18日（金）　移動例会	KSP
12 月 21 日（月）　年末家族会	 点鐘 18：30
12 月 28 日（月）	休会
●川崎幸 RC
12 月 15 日（火）　年忘れ家族会
	 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ	点鐘 18：00
●川崎マリーン RC
12 月 17 日（木）　クリスマス家族例会
	 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ	点鐘 18：00
12 月 24 日・31日（木）　休会

3.	 他クラブ会報の回覧：川崎南 RC、川崎高津 RC

委員会報告
地区クラブ奉仕委員長会議 （若林 潤 委員長）
11 月 17 日に実施されました。当クラブのバヌアツ
の医療奉仕について報告しました。

ゴルフ同好会 （横山 芳春 会員、米山 元章 会員）
11 月 12 日	（木）	第 2回柳澤会長杯の結果をご報告い
たします。
優勝：	 貝田	洋	会員夫人	千恵子	様
準優勝：	 宮崎	秀樹	会員
第 3位：	 佐久間	馨	会員
米山会長杯取切戦：宮崎	秀樹	会員が優勝

卓話 ポール・ハリス・ソサエティ・
コーディネーター 山室 宗作 様

ロータリー財団は、
さまざまなプログ
ラムを通じて、人
道的・教育的支援
を行っています。
いくつかのプログ
ラムについて状況
をお話しします。

・ロータリーの奨学金は、専門分野のためだけでなく、
留学先での文化にふれて国際感覚を磨き、国際交流の
ために役立ててもらいたいというものです。奨学生が
サンフランシスコに留学した縁で、私もサンフランシ
スコの学校や RC を表敬訪問し、交流させていただき
ました。グローバル奨学金はたいへん応募が多くなり、
財源が不足がちです。私は奨学金に携わって長いので、
つい熱が入ってしまうのですが、川崎北クラブの方に
もぜひご協力をお願いしたいと思います。
・ロータリー平和フェローシップでは、国際基督教大学
を含めて 6つの平和センターを世界の大学に設置して
います。各センターごとに毎年 10名がフェローとして
選ばれ、平和の実践について学んでいます。彼らが世
界平和を築く主要人物になってほしいと願っています。
・地区補助金については、地区の中で 40件ほどの申請
があり、これを配分しています。地域に財源を使うこ
とに対して「ロータリー財団は世界に向けたものでは

ないか」という意見もあると思いますが、地域社会へ
の貢献は、ロータリーが地域の方々に理解されること
にもつながります。
最後に、ポール・ハリス・ソサエティー・コーディネー
ターとしての立場でのお願いをいたします。毎年 1000
ドルをポリオの基金に寄付していただける方を募って
います。岡本パストガバナーのご尽力で税制上の優遇
措置も確立されていますので、どうぞご協力いただき
ますようお願いいたします。

ニコニコリポート 茂木 常夫 会員
ポール・ハリス・ソサエティ・コーディネーター 
山室 宗作 様（神奈川 RC）
日頃より皆様に大変お世話になっております。本日もどう
ぞ宜しくお願い申し上げます。

地区 RYLA 委員長 山田 正憲 様（神奈川東 RC）
RYLA ホストクラブの表敬に参りました。ご協力の程、よ
ろしくお願いします。

古田 孝 様（川崎 RC）
明日分のメーク・アップにきました。よろしくお願いいた
します。

柳澤 信夫 会長、佐久間 馨 幹事
地区大会も終わり、晩秋の季節となりました。インフルエ
ンザの流行期です。体調に気を付けましょう。山室宗作様、
卓話をよろしくお願いします。

岡本 徳彌 君
今朝の神奈川新聞に当クラブのバヌアツ支援の 2台目の車
両支援の内容が写真と共に報道されておりました。広報と
して大変な成功として心からお喜び申し上げます。

市川 清 君
先日の地区大会で 50年 100% 出席と長寿会員で表彰され
ました。ありがとうございました。

戸川 俊雄 君、川野 正久 君、大部 哲也 君、小澤 秀昭 君、 
松波 登 君
山室さん、財団卓話よろしくお願いします。

貝田 洋 君
先日の我社の 40周年祝賀会にはお忙しい中を会長幹事を
はじめ、お友達多数、出席頂きありがとうございました。

戸川 俊雄 君、横山 芳春 君
山田委員長、本日はようこそお越しくださいました。

松下 幸夫 君
明日から 3日間、水戸市で行なわれる法人会青年部全国大
会に川崎北青年部 18名で参加します。全国の法人会青年
部の中で、会員増加率第 1位だったので表彰されてきま
す！	（中原 RC戸張さん、協力ありがとう！）

クルーズ 由美子 君、谷口 一成 君、渡辺 伸一 君、 
村山 輝忠 君、藁科 義弘 君、齊木 貴 君
地区大会で表彰された会員の方々、おめでとうございます。

茂木 常夫 君
空手応援ありがとうございました。4年後は、城南支部入
来道場から、世界一を…	長い休み申しわけございません。

入来 武久 君
空手世界大会応援有難うございました。おかげ様で準優勝
となりました。少し残念ですが…	次回 4年後の世界チャ
ンピオンに向けて親子で頑張ります !!


