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第2720例会	 平成 28 年 6 月 22 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 峯岸 雅宏 会場監督
谷口 一成 ソングリーダー

「手に手つないで」

お客様紹介 藁科 義弘 親睦委員
川崎鷺沼 RC

高橋 悟 会長
菅原 一夫 幹事
小嶋 喜芳 次年度会長
川原 俊明 次年度幹事

出席報告 塩田 聡 出席委員

会員数 58 名 出席 40 名 欠席 18 名
（対象外 5 名） 出席率 75.47%
前々回訂正 欠席 17 名 MAKE UP 4 名

（対象外 4 名） 訂正出席率 83.33%

欠席者
朝山君 花田君 濱田君 生垣君 小林（政）君 
貝田君 上山君 溝淵君 松尾君 松下君 
三平君 村山君 重田君 関君 相良君 
色摩君 横山君 山川君

お客様ご挨拶
川崎鷺沼 RC　高橋 悟 会長、菅原 一夫 幹事

年度末の挨拶に参りました。あっという間でしたけれ
ども、それなりに忙しく、充実した 1 年間でした。
少し早めですが、先週の 15 日に最終例会を終え、舛添
さんと同じ日に辞めさせていただきました。
柳澤会長はじめ佐久間幹事、また皆様にも、1 年間大変
お世話になりました。
川崎鷺沼 RC

小嶋 喜芳 次年度会長、川原 俊明 次年度幹事

次年度は、鷺沼にあります「とうふ屋うかい」鷺沼店
に例会場が変更になります。
RC 名と同じ場所で例会ができるということで、今年度
は頑張らなければならないと考えています。皆様どう
ぞよろしくお願いいたします。



会長報告 柳澤 信夫 会長
1. 中原区より、「社会を明るくする運動」実施要領と、

平成 27 年度の実施結果報告書が届いております。

2. 地区より、下記資料が届きました。対応については、
次年度に引き継ぎたいと思います。
• 麻薬・覚せい剤乱用防止センター：「ダメ . ゼッ

タイ」ポスター、募金活動用キット
• 神奈川県保健福祉局：薬物乱用防止に関するパン

フレット
• RID2580 東京麹町 RC より「想い出草」1 冊

3. 青少年交換学生 ミカエラ ガルベス オルドネスさん
が被災されましたので、当クラブから 5 万円の援助
金を差し上げることにいたしました。今週と来週の
例会で募金箱を回しますので、ご協力お願いいたし
ます。

4. 次週 6 月 29 日は、今年度のファイナル例会です。
皆様のご出席をお待ちしております。

幹事報告 佐久間 馨 幹事

1. 地区からの来信
 • 2016-17 ローターアクト「全クラブ合同例会」の
ご案内 
日時：7 月 17 日（日）　13：30 ～ 16：00 
場所：横浜市健康福祉センター 4F ホール

 • 2016-17 クラブ戦略計画委員長会議開催のご案内 
日時：7 月 19 日（火）　15：00 ～ 17：30  
場所：メモワールプラザソシア 21 
出席依頼：次年度幹事、次年度戦略計画委員長

 • 2016-17 地区 IA 委員会・IAC 提唱 RC・IAC 顧問
教諭 合同会議開催のご案内
日時：7 月 23 日（土）　15：00 ～ 17：00
場所：聖光学院中学校高等学校 小講堂
※ 当日は、提唱 RC による IAC との活動計画を発

表予定。また、活動計画書を、2016-17 水谷地
区 IA 委員長宛に事前送付とのことです。

出席依頼：横山青少年奉仕委員長、戸川 IA 委員長

2. 川崎中原 RC より、例会変更のお知らせ
毎月第 2 週・第 4 週の例会を、早朝例会と致します。
場所：ホテル精養軒　点鐘 7：30
※ 昨年度は、第 2 週のみ早朝例会でしたが、2016-

17 年度より、第 4 週も早朝例会とのことです。

3. 他クラブ例会臨時変更
●川崎中原 RC

7 月 14 日（木）　定例早朝例会を昼例会に変更
場所：ホテル精養軒　点鐘 12：30

8 月 11 日（木・祝）　休会

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）のファイナル例会についてですが、お
かげさまで大変高い出席率となっております。
まだ一週間ありますので、奥様、ご家族等をお誘いの
うえ、ご参加ください。
なお、会費は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。

退任挨拶
松山 直樹 国際奉仕委員長

今年度は地区の補助金を申請し、活動費をいただきな
がら行いました。委員会のメンバーは私のほか、松波
さん、大塚さん、帯谷さん、重田さんでした。
松波さんと大塚さんがいらっしゃるので、私は事務手
続きを行うだけで、すべてが順調に行ったと思います。
バヌアツへの救急車の贈呈とフォーラムを開催させて
いただきました。この 2 つの活動の他に目新しいもの
ができなかったことを少し後悔しております。
1 年間、皆様のご協力をいただきましてありがとうござ
いました。



波木井 輝昭 社会奉仕副委員長

去年 7 月の就任挨拶のときは、関委員長が欠席されて
いましたので、副委員長の私が挨拶をさせていただい
たと思います。
また、社会奉仕のクラブフォーラムの時も委員長欠席
のために、私がスピーチをさせていただきました。
柳澤会長には誠に申し訳ございませんが、これをしよ
うあれをしようと構想を練っておりましたが、なかな
か委員長と顔を合わす機会がなく、実行できませんで
した。1 年間ありがとうございました。

渡邊 敏久 会員増強副委員長

今年度はクルーズさんの大変な努力によりまして、昨
年の 10 月 28 日に小林美和さんに入会していただきま
した。
次年度もできるだけ会員が増えるように努力していく
よう、お願いして挨拶を終わります。どうもありがと
うございました。

甲田 博康 会員選考委員長
今年は小林美和さんの選考に関わらせていただきまし
た。非常に明るく、ロータリーに会う性格の方だとい
うことで合意させていただき、理事会もしくは幹事に
報告させていただきました。
今、小林さんはこのクラブに馴染まれ、大丈夫だなと
感じております。クルーズさん、色摩さん、小林さん

と女性会員が 3 名いらっしゃいますが、比較的男性ば
かりのクラブのなかで、女性の方が自然に溶け込んで
活躍していることは良いことだと思います。今後とも
よろしくお願いします。

峯岸 雅宏 会場監督

1 年間つたない司会進行にお付き合いいただきまして、
誠に有り難うございました。
次年度も副 SAA として、野口さんをフォローしていき
たいと思います。
また 1 年間よろしくお願いいたします。

渡辺 伸一 会計

年度当初に柳澤会長から「ご家族も含めて楽しいロー



タリー年度にしたい」とお話をいただきました。予備
費が大分溜まっていたので、少しははけても良いのか
なと、若干持ち出しの予算を組みました。
クルーズさんはじめ親睦委員会の皆様の活躍で、家族
会も含めてたくさんの皆様においでいただきましたの
で、予算的にちょっとオーバーした部分もありますが、
帳尻は大体予算通りということになりました。
次年度は少し工夫も必要だと思いますが、次期会計の
塩田会員にしっかり引き継ぎたいと思います。
予算がしまったところでもう一度皆様に詳しくご案内
いたします。

若林 潤 副会長

皆様のご協力を得て、ありがたいと思っております。
こんな楽しいクラブを 1 年間維持できたのは、皆様の
おかげだと思っております。
本当に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

川崎鷺沼 RC 高橋 悟 会長
今日は現・次の会長幹事でごあいさつに伺いました。
よろしくお願いいたします。

川崎鷺沼 RC 菅原 一夫 幹事
年度末のあいさつに参りました。一年間ありがとう
ございました。

川崎鷺沼 RC 小嶋 喜芳 次年度会長
本日はごあいさつに参りました。新年度会長を務め
ることになりました小嶋です。

例会場も新年度より現在のホテル KSP より「とうふ
屋うかい」鷺沼店に変更となりましたので、どうぞ
メイクアップにおいでください。

川崎鷺沼 RC 川原 俊明 次年度幹事
次年度川崎鷺沼 RC で幹事を務めさせていただきます。
よろしくお願い申し上げます。

柳澤 信夫 会長、佐久間 馨 幹事
今年度もいよいよ最後が近くなりました。おわりま
で例会を楽しんでください。クルーズ委員長をはじ
め親睦委員会の皆様、最終例会をどうぞよろしくお
願いいたします。

星野 博 君、渡邊 敏久 君、北村 善市 君、入来 武久 君
役員の方々、ご苦労さまでした。

武田 信平 君
先週 18 日、アウェイ福岡にて、J リーグ第 16 節が
行われ、フロンターレは 2 対 2 で引き分けてしまい
ました。これにより 2 位に後退、自力優勝がなくなっ
てしまいました。
来る 25 日は、前期最終戦となり大宮と戦います。何
としても勝って、鹿島の結果を待ちたいと思います。
鹿島が引き分け以下なら前期優勝を勝ち取ることが
できます。
みなさん応援をよろしくお願いいたします。

若林 潤 クラブ奉仕委員長
一年無事に過ごすことができました。理事、各委員
長の方々のご協力に感謝します。
事務局の岩崎さんには色々と教えていただき、あり
がとうございました。

野口 哲志 君
若林さん、一年間副会長ご苦労さまでした。

世良 俊昭 君、戸川 俊雄 君（出席委員会）
柳澤会長、佐久間幹事はじめ理事・役員の方々、一
年間ご苦労さまでした。

松山 直樹 君、帯谷 昌充 君、松波 登 君、大塚 正一 君 
（国際奉仕委員会）

一年間お世話になりました。また、ご協力ありがと
うございました。

クルーズ 由美子 君、谷口 一成 君、帯谷 昌充 君、 
柾木 永一郎 君、渡辺 伸一 君、藁科 義弘 君、齊木 貴 君、
小林 美和 君（親睦委員会）

川崎鷺沼 RC 会長 高橋様、幹事 菅原様、次年度会長 
小嶋様、次年度幹事 川原様、ようこそいらっしゃい
ました。
今期の例会では、皆様に大変お世話になりました。6
月 29 日のファイナル例会、よろしくお願いいたしま
す。


