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第2719例会	 平成 28 年 6 月 15 日（水）

点　鐘 柳澤 信夫 会長

スマイル体操 渡辺 伸一 親睦委員

司会と斉唱 峯岸 雅宏 会場監督
藁科 義弘 ソングリーダー

「それでこそロータリー」

お客様紹介 村山 輝忠 親睦委員
関 はるよ 様 （クルーズ 由美子 会員ゲスト）
川崎 RC 会長 山本 浩文 様
川崎 RC 幹事 中野 喜正 様

出席報告 戸川 俊雄 出席副委員長

会員数 58 名 出席 36 名 欠席 22 名
（対象外 5 名） 出席率 67.92%
前々回訂正 欠席 20 名 MAKE UP 5 名

（対象外 7 名） 訂正出席率 84.31%

欠席者
花田君 濱田君 甲田君 小林（政）君 貝田君 
上山君 松波君 溝淵君 松山君 松尾君 
松下君 茂木君 三平君 重田君 関君  
相良君 色摩君 塩田君 齊木君 谷口君 
横山君 山川君

お客様ご挨拶
川崎 RC 会長 山本 浩文 様、幹事 中野 喜正 様

川崎北クラブのみなさまには、今年も一年間たいへん
お世話になりました。個人的にも佐久間幹事にお世話
になりました。次年度も、川崎北クラブの隆盛と、み
なさまのご健勝をお祈りいたします。ありがとうござ
いました。

会長報告 柳澤 信夫 会長
 ●クラブ細則改正について
川崎北 RC 細則改正案が 6 月の理事会に提出されまし
た。規約に則り、全会員宛に郵送し、本日の例会に
て賛否を問わせていただきます。

＜改正案 1＞第 2 条を以下のように変更する。
第 2 条　理事会
１　 本クラブの管理主体は本クラブの会員 11 名より

成る理事会とする。 
会長、直前会長、副会長、会長エレクト、幹事、
会計、細則第 3 条に基づいて選挙された 4 の理
事ならびに会場監督である。ただし、会場監督
は理事会の表決権はないものとする。（削除）

２　 役員中幹事、会計および会場監督は理事でない
ものとする。（削除）

****************************************************
・第 2条 1項の最後の一文を削除する。
理由： 現在 11 名いる理事の中から、会場監督から表

決件を奪うと、表決権を持つ理事が 10 名にな
り、表決が 5 対 5 に割れることが考えられる。
原文は青少年奉仕委員長が理事ではなかった
当時の、理事が 10 名の時代の規定であり、現
状に合っていない。

・第 2条 2項を削除する。
理由： 定款及び細則の第 1 条の定義に「理事とは理

事会メンバーである」とする記述と矛盾する。 
また、定款 第 10 条 第 4 節で「幹事は役員で
あり、理事である」と規定されている。この
細則の規定は明らかに定款の規定と矛盾する。

＜改正案 2＞ 「長期・戦略計画委員会」の名称を「戦
略計画委員会」と変更する。

→案 1、案 2 ともに、例会にて可決されました。



幹事報告 佐久間 馨 幹事
1. 地区からの来信

 • クラブ奉仕・広報公共イメージ向上合同セミナー
（含：2016 年規定審議会報告）のご案内 
日時：2016 年 7 月 7 日（木） 15：00 ～ 17：30 
会場：メモワールプラザソシア 21 
※ 出席依頼：2016 ～ 17 年度 松波会長、 

松山クラブ奉仕委員長、朝山広報委員長
 • 地区拡大増強セミナー開催のご案内 
日時：2016 年 7 月 8 日（金） 15：00 ～ 17：30   
会場：メモワールプラザソシア 21 
※ 出席依頼：2016 ～ 17 年度 松波会長、 

松下会員増強委員長

2. 川崎鷺沼 RC より、例会場変更のお知らせ 
2016 年 7 月より新例会場：とうふ屋うかい鷺沼店

3. 他クラブ例会臨時変更
●川崎とどろき RC

6 月 13 日⇒ 15 日（水） 移動例会 
ロイヤルウィング（クルージング）出船 17：00
6 月 20 日（月）  夜間例会　ホテル精養軒 

点鐘 17：30
6 月 27 日（月） 休会

●川崎中 RC
6 月 21 日（火）  夜間例会　ホテル精養軒 

点鐘 17：30 
6 月 28 日（火） 休会

●川崎百合ヶ丘 RC
6 月 28 日 （火）～ 29 日 （水） 
会長・幹事お疲れ様会 箱根蛸川温泉 龍宮殿
18：00

●横浜あざみ RC
6 月 29 日（水） 最終夜間例会
たまプラーザ東急百貨店 2F「テラズ」
点鐘 18：30

●横浜本牧 RC
6 月 30 日（木） 最終夜間家族例会
KKR ポートヒル横浜 点鐘 18：00

●川崎鷺沼 RC
7 月 20 日（水） 一泊移動例会
箱根「吉池旅館」16：30 ～
クラブ協議会後、例会

委員会報告
親睦委員会（クルーズ 由美子 委員長）

6 月 29 日（水）のファイナル例会では、ボサノヴァ
シンガーである本日のゲスト、関はるよ様に歌って
いただきます。なお、ファイナル例会のご家族の会
費は 1 人 5000 円で、当日集金させていただきます。
よろしくお願いいたします。

ゴルフ同好会（大塚 正一 会員）
6 月 13 日（月）に行われた第 4 回柳澤会長杯の結果
をお知らせします。
優勝：佐久間 馨 幹事
準優勝：米山 元章 会員
第 3 位：若林 潤 副会長
また、9 月 14 日（水）に、本厚木カンツリークラブ
で柳澤会長取り切り戦を行います。参加者は会長・幹
事・貝田夫人・藁科会員です。当日はその後に箱根
で移動例会を行います。

退任挨拶
朝山 浩 研修委員長

年度始めに、柳澤会長と地区からの依頼で「研修を充
実させる」という方針が決まりました。
研修委員会担当で行なった 4 回の例会は以下の内容で
実施し、無事終了したことを報告いたします。
1 回目：「地区における研修について」（川野パストガバ
ナー）／ 2 回目：「私にとってのロータリークラブとは」

（米山会員、入来会員、クルーズ会員）／ 3 回目：「ロー
タリークラブとライオンズクラブの違い」（大塚会員）
／ 4 回目：「世代を超えての会員同士の交流－同じテー
マでディスカッション」（親睦委員会との共同開催）
みなさまに感謝いたします。
一年間、ありがとうございました。

戸川 俊雄 米山記念奨学委員長

社会情勢が厳しい中、みなさまにご協力いただき、予
定以上の寄付をいただきました。多額の寄付金を集め
ることが出来ましたので、次年度の委員長になる方は、
有効に活用してください。
本当にありがとうございました。



大部 哲也 ロータリー財団委員会委員長

おかげさまで、当クラブの目標をすべて達成すること
ができました。みなさまの熱い心のおかげです。私は
このクラブでロータリー財団や米山奨学金の委員長を
何度も担当しましたが、その都度、みなさまのご協力で、
苦労することなく目標を達成することができました。大
変感謝しています。
どうもありがとうございました。

洪 征治 青少年奉仕委員長

本年度の活動を報告します。
(1) 当クラブと横浜あざみ RC が提唱したクラーク横浜
青葉インターアクトクラブへの出席を継続しました。(2)
RYLA は、戸川 RYLA 委員長を中心に、無事開催するこ
とができました。(3) 例年通り、かわさき鈴虫祭りを開
催しました。(4) 青少年奉仕月間に、地区の IA 委員長を
招き、卓話をしていただきました。
ご協力ありがとうございました。

宮崎 秀樹 IA/RA 委員長

インターアクトをはじめとする青少年が対象の活動は、
会員のみなさまの意識がやや弱いのではないかと感じ

ています。かくいう私もそのような傾向があったので
すが、一年間、委員長として一生懸命に活動しました。
クラーク横浜青葉インターアクトクラブへの参加をは
じめ、地区の青少年委員会やサマーミーティング、地
区大会、当クラブの家族会、IA/RA 臨時総会、鈴虫祭り、
RYLA などに参加しました。例会以外の活動の厳しさを
知ることができました。また、将来の日本を背負う人
材を育てていることを実感しました。クラーク記念国
際高校横浜青葉キャンパスは、全生徒がインターアク
トクラブに参加します。次年度の委員はもちろん、委
員でない方も、青少年の育成に情熱を持って例会に参
加していただきたいと思います。
ありがとうございました。

柾木 永一郎 職業奉仕委員長

年 1 回の活動である職場訪問を先日実施することがで
きました。今回の職場訪問の参加者は 18 名と少なかっ
たので、来年度の委員は、参加者を増やせるようがん
ばってください。
一年間ありがとうございました。

川野 正久 長期・戦略計画委員長

例会の中で、長期・戦略計画委員会についての卓話を
いたしました。次年度は、「長期」がなくなって、「戦
略計画委員会」という本来の名称になります。ロータ
リークラブの委員は 1 年で交代するのが特徴です。そ
の中で、クラブの方針を定め、3 年後、5 年後を見据え
た計画を立てるのが当委員会です。次年度も戦略計画
委員会を盛り上げてください。
一年間、ありがとうございました。



クルーズ 由美子 親睦委員長

昨年 9 月 30 日の移動例会は、月の末日のため、金融機
関関係の会員は参加できないなど、参加者の確保に苦
労しました。次期委員長には、日程設定について引き
継ぎたいと思います。年忘れ家族例会や、研修委員会
との合同開催の移動例会も無事に終えることができま
した。親睦委員会はメンバーに恵まれ、楽しい一年で
した。最後に 6 月 29 日のファイナル例会という大きな
仕事が残っています。ご協力をお願いいたします。

小澤 秀昭 クラブ会報委員長

今年度の会報委員会は 4 名で会報作成にあたりました。
特に、戸川委員には、写真撮影で大変にご活躍いただ
きました。会報委員会として、充実した一年になった
のではないかと思っています。会報は当クラブの歴史
そのものです。今後もがんばっていただきたいと思い
ます。一年間、ありがとうございました。

世良 俊昭 出席委員長

出席報告を委員会の 3 人で分担して行いました。その
都度、メイクアップを奨励するなどして、出席率を上
げるよう働きかけたのですが、当クラブの出席率は特

別良いわけではありませんが、落ち込むこともありま
せんでした。なんとか無難に終えられたのではないか
と思っています。一年間ありがとうございました。

ニコニコリポート 入来 武久 副会場監督
川崎 RC 山本 浩文 会長・中野 喜正 幹事

今年度はお世話になりました。特に、佐久間幹事には、
当クラブで卓話をしていただいたり、RC 活動以外で
も講演いただいたりと、ありがとうございました。

柳澤 信夫 会長、佐久間 馨 幹事
先日のゴルフはご苦労さまでした。今年度も例会は
今日を含めてあと 3 回、大いに楽しみましょう。

佐久間 馨 幹事
川崎 RC 会長 山本様、幹事 中野様、ようこそお越し
くださいました。お二人のおかげでなんとか幹事と
して頑張ることができました。深く感謝いたします。
また、一昨日の柳澤会長杯、一度は優勝したいと思っ
ていたのですが、荒れた天候が幸いし、皆様が大き
くスコアをくずされて、なんとか取り切り戦の参加
資格をいただくことができました。ありがとうござ
います !! 最後に、関はるよ様、ファイナル例会楽し
みにしています。

星野 博 君
ゴルフコンペにて、楽しいゴルフを過ごしました。ス
コアーに 100 打を記録しました。

野口 哲志 君
若林さん、ゴルフコンペ 3 位入賞おめでとうござい
ます。

若林 潤 副会長
ゴルフコンペで 3 位になりました。

戸川 俊雄 君
IA の例会出席のため、ゴルフコンペに参加できません
でした。佐久間幹事、優勝おめでとう！

星野 博 君、野口 哲志 君
ゴルフは思うように行きません。

米山 元章 君
久しぶりの雨の中のゴルフでしたが、2 位になりまし
た。ご一緒させていただいた貝田さん、洪さん、宮
崎さん、ありがとうございました。

入来 武久 君
昨日から、鹿島田の商店街の所に空手道場をオープ
ンしました。よろしくお願いいたします。

クルーズ 由美子 君、朝山 浩 君、帯谷 昌充 君、 
柾木 永一郎 君、渡辺 伸一 君、村山 輝忠 君、 
藁科 義弘 君、小林 美和 君（親睦委員会）

川崎 RC 会長山本様、川崎 RC 幹事中野様、関はるよ
様、ようこそいらっしゃいました。会員の皆様、ファ
イナル例会よろしくお願いします。


