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点　鐘 柳澤 信夫 会長

スマイル体操 齊木 貴 親睦委員

司会と斉唱 松山 直樹 副会場監督
村山 輝忠 ソングリーダー

「それでこそロータリー」

お客様紹介 谷口 一成 親睦副委員長
川崎高津南 RC 会長 滝田 司 様
川崎高津南 RC 国際奉仕委員長 持田 光幸 様

出席報告 塩田 聡 出席委員

会員数 59 名 出席 33 名 欠席 26 名
（対象外 6 名） 出席率 62.26%
前々回訂正 欠席 17 名 MAKE UP 3 名

（対象外 4 名） 訂正出席率 80.36%
欠席者

朝山君 クルーズ君 花田君 濱田君 入来君 
小林（政）君 上山君 込田君 溝淵君 峯岸君 
松尾君 松下君 茂木君 三平君 野口（隆）君 
岡本君 大部君 大塚君 重田君 関君  
相良君 渡邊（敏）君 渡辺（伸）君 藁科君 吉岡君 
山川君

お客様ご挨拶
川崎高津南 RC 会長 滝田 司 様
川崎高津南 RC 国際奉仕委員長 持田 光幸 様

ささやかながらバヌアツへの救急車寄贈にご協力したい
と思います。よろしくお願いいたします。

会長報告 柳澤 信夫 会長
1. 1 月 15 日 第 2 グループ会長・幹事会の報告
2. ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会よ

り、川野正久会員に感謝状
3. 寄付の表彰品

＜財団寄付＞
○ マルチプル・ポール・ハリス・フェローの襟ピン： 

市川 清 会員、洪 征治 会員、世良 俊昭 会員、 
上山 剛志 会員

○ ポール・ハリス・フェローの襟ピンと認証状： 
松下 幸夫 会員、クルーズ 由美子 会員

＜米山寄付＞
○ 第 43 回米山功労者メジャードナー：川野 正久 会員

幹事報告 佐久間 馨 幹事
1. PETS （会長エレクト研修セミナー） 開催のご案内

日時： 3 月 17 日 （木） 13：00 ～ 17：00 
3 月 18 日 （金） 13：00 ～ 18：00 （17：00 ～懇親会）

場所：メモワールプラザソシア 21 
※松波会長エレクト、よろしくお願いいたします。

2. 「ハイライトよねやま」の回覧
3. 川崎鷺沼 RC より、青少年交換学生収支報告
4. 他クラブ例会臨時変更

●横浜あざみ RC
1 月 20 日（水）
　移動例会「職業を語る会」あざみ野中学校 点鐘 12：00
1 月 27 日（水）
　移動例会「職業を語る会」すすき野中学校 点鐘 12：00
　7RC 合同例会 新横浜国際ホテル南館 点鐘 18：15
●川崎中央 RC
1 月 25 日（月）
　夜間例会を昼例会に変更 サンピアン 点鐘 12：30
2 月 8 日⇒ 9 日（火）移動例会 IM 参加
●川崎中原 RC
2 月 4 日（木）
　移動例会  ドイツ連邦共和国大使館会議室 点鐘 13：00 

ゲストスピーカー：ヴェアテルン駐日大使
2 月 11 日（木・祝）休会
2 月 18 日（木）
　 水道橋「後楽園飯店」にて例会後職場訪問 点鐘 11：30 

東京ドーム「世界らん展」
2 月 25 日⇒ 24 日（水）
　6RC 合同例会 ホテル KSP KSP ホール 点鐘 18：00



●川崎西北 RC
2 月 4 日⇒ 9 日（火）移動例会 IM 参加
2 月 11 日（木・祝）休会
●川崎とどろき RC
2 月 8 日⇒ 9 日（火）
　コメダ珈琲中原店にて移動例会後 IM 参加 点鐘 13：00
2 月 22 日⇒ 24 日（水）
　6RC 合同例会 ホテル KSP KSP ホール 点鐘 18：00

委員会報告
松波 登会長エレクト

2016-17 年度 RI テーマは以下のとおりです。
人類に奉仕するロータリー

（英語：ROTARY SERVING HUMANITY）
インターアクト委員会 （宮崎 秀樹 委員長）

1 月 17 日（日）に IAC 年次総会に参加しました。
1 月 22 日（金）13：40 ～の IAC 例会で「脳の発
達と学習について」というテーマで柳澤 信夫 会長
の卓話があります。ぜひご参加ください。

地区 RYLA 委員会 （横山 芳春 委員長）
2 月 20 日（土）～ 21 日（日）の RYLA は、当クラ
ブがホストクラブです。20 日の受付と順路案内の
ご協力をお願いいたします。

クラブフォーラム 職業奉仕委員会
柾木 永一郎 職業奉仕委員長

本日は職業奉仕委員会
の ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム
で、小澤会員と洪会員
に お 話 し い た だ き ま
す。よろしくお願いい
たします。

小澤 秀昭 会員
4 月から、電力小売が
全面自由化されます。多
くの企業が参入します
が、その中から、私も関
わりのある東京ガスに
ついてお話しします。
東京ガスは地域に密着

した会社です。万一ガス漏れが発生した場合の緊急対
応は、もちろん 24 時間 365 日対応です。ガス機器の
メンテナンスは 365 日体制、平日 19 時までの依頼に
は当日中に対応します。年末年始でも「給湯器のトラ
ブルでお風呂に入れない」ということにはなりません。
引越に伴うガスの開栓・閉栓業務も 365 日対応で、安全・
快適にガスが利用できるようにしています。
東京ガスの電力小売では、ガス、電気、インターネッ
トのセットのほか、水回りなどのサービスも提供され
ます。工事は必要なく、料金もかかりません。個別に
契約するよりお得です。地域密着の東京ガスへのご用

命をご検討ください。
柾木 永一郎 職業奉仕委員長
電力小売自由化をうまく利用して、余力をロータリー
活動に充てましょう。

洪 征治 会員
私の営む設計事務所の
仕事についてお話しし
ます。建物を建てると
きは、設計事務所か建
設会社に相談します。
設計事務所に頼むと、
設計事務所が施主の希

望を聞いて図面を作り、建設会社で施工します。
建設会社に直接頼むと、その会社内で設計して施工しま
す。施主と施工会社の調整役がいないことが問題になる
ことがあります。設計事務所が調整役となることで、施
主の希望を実現しやすくなるという信念を持っています。
昨今問題になっている横浜のマンションの杭工事デー
タ偽装は、設計事務所を介していない事例です。設計
と施工が一体であるために、第三者的に意見すること
ができなかったのではないか、設計事務所が間に入っ
ていれば、早期に問題を明らかにすることができたの
ではないかと思っています。
柾木 永一郎 職業奉仕委員長
杭工事の問題は土木工事を営んでいる自分にとっても
他人事ではありません。建物を建てるときは、信頼で
きる人や会社に頼むと良いと思います。

ニコニコリポート 帯谷 昌充 親睦委員
川崎高津南 RC 
会長 滝田 司 様、国際奉仕委員長 持田 光幸 様

残念ながらバヌアツへの同行はできませんが、よろ
しくお願いします。

柳澤 信夫 会長、佐久間 馨 幹事
大雪による交通の混乱、それに続く寒さと荒天です
が、家に引きこもらず例会に出ましょう。柾木会員、
職業奉仕のフォーラムよろしくお願いします。

宮崎 秀樹 君、塩田 聡 君
少し遅くなりましたが、今年もよろしくお願いします。

帯谷 昌充 君、柾木 永一郎 君、谷口 一成 君、村山 輝忠 君、
齊木 貴 君、小林 美和 君（親睦委員会）

柾木さん、今日のクラブフォーラムがんばってくだ
さい。楽しみにしています。

戸川 俊雄 君
先日、木村先輩のお骨上げをさせていただきました。
父と私、長きにわたり大変お世話になりました。とて
も残念でなりません。ご冥福をお祈りいたします。


