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第2721例会	 平成 28 年 6 月 29 日（水）

ファイナル例会

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 朝山 浩 親睦委員
国際ロータリー第 2590 地区 第 2 グループ ガバナー補佐 
　小泉 正博 様（川崎中原 RC）
川崎中原 RC 都倉 八重子 次年度幹事
会員ご家族の皆様

出席報告 世良 俊昭 出席委員長
会員数 58 名 出席 47 名 欠席 11 名

（対象外 4 名） 出席率 87.04%
前々回訂正 欠席 22 名 MAKE UP 8 名

（対象外 5 名） 訂正出席率 83.02%
欠席者

花田君 入来君 甲田君 上山君 溝淵君 
松尾君 茂木君 三平君 重田君 関君  
藁科君

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」への協賛依頼

対応については、次年度に引き継ぎ
2. 2016 ～ 17 年度 第 1 回会長・幹事会開催のご案内

日時：2016 年 7 月 13 日 （水） 18：00 ～
会場：とうふ屋うかい 鷺沼店

幹事報告 佐久間 馨 幹事
1. 地区からの来信：地区研修・協議会の記録誌

地区研修・協議会のサブリーダーと当日ご参加の方
（代理出席の場合は委員長）にお渡しいたします。

委員会報告
ゴルフ同好会（横山 芳春 会員）

小泉ガバナー補佐から、4 月 8 日に行われた 6 クラブ

合同コンペの優勝トロフィーをご提供いただきました。
優勝した宮崎会員への授与式を行います。

お客様ご挨拶
国際ロータリー第 2590 地区 第 2 グループ ガバナー補佐 
　小泉 正博 様（川崎中原 RC）

昨年 7 月 1 日
にこちらにお
邪魔したのが
ガバナー補佐
として最初の
仕事で、本日
またこちらで

仕事納めです。川崎北 RC には、2590 地区のリーダー
でありつづけていただきたいと思います。一年間本当
にありがとうございました。

退任挨拶
柳澤 信夫 会長

「 心 豊 か に、
健やかに、ロー
タリーを楽し
もう」という
一年間の目標
は、皆様のご
協力で達成で

きたのではないかと思います。バヌアツへの支援、鈴
虫祭り、RYLA、家族例会など、各委員会を中心にさま
ざまな活動を行いました。幹事・副会長にさまざまな
サポートをいただきました。川崎北 RC のさらなる発展
を祈念し、退任の挨拶といたします。
佐久間 馨 幹事

時間の無駄を
省いてみなさ
まの負担を減
らすという方
針で幹事を務
めました。皆
様のご協力で

無事に一年を終えられます。ありがとうございました。



ニコニコリポート 野口 隆一 副会場監督
国際ロータリー第 2590 地区 第 2 グループガバナー補佐 
小泉 正博 様（川崎中原 RC）

年度末の退任のご挨拶に参りました。一年間を振り返って
みますと、ゆっくり物事を考えたり、検討している間もな
いくらい日程に追われ、あっという間に過ぎ去ってしまっ
たように感じています。そんな中、私自身、配慮も行き届
かず、至らない点が多々あったと思いますが、どうぞご容
赦のほどよろしくお願い申し上げます。そして、皆様方か
らの様々な形でのご協力ありがとうございました。心より
感謝申し上げます。

川崎中原 RC 都倉 八重子 次年度幹事
本日は、お世話になります。

柳澤 信夫 会長、佐久間 馨 幹事
本年度の最終例会です。是非お楽しみください。この一年間、
皆さまのサポートをいただき、まことにありがとうござい
ました。次年度もロータリーを楽しみましょう。

松波 登 君、大塚 正一 君
柳澤・佐久間年度の無事のゴールをお祝いして。松波・大
塚年度も応援よろしくお願いします。

武田 信平 君
先週 25 日、J リーグ第 1 ステージの最終戦が行われました。
フロンターレは、26,612 人と過去最高の観客が見守る等々
力競技場にて大宮と戦い、2 対 0 で勝利しました。この結果、
第 1 ステージは、11 勝 5 分 1 敗、勝点 38 でしたが、勝点
1 の差で鹿島に及ばず残念ながら 2 位になりました。7 月
2 日には第 2 ステージが始まります。ステージ優勝とチャ
ンピオンシップでの優勝を目指して頑張っていきます。み
なさん応援をよろしくお願いいたします。

戸川 俊雄 君、川野 正久 君、大部 哲也 君
柳澤会長、佐久間幹事、一年間本当にお疲れさまでした。
親睦委員会の皆様、本日はありがとうございます。

小泉 昌彦 君
柳澤会長、一年間ご苦労さまでした。

星野 博 君
女房と一緒に来ました。

小澤 秀昭 君
柳澤会長、佐久間幹事、そして理事・役員の皆様、一年間
お疲れさまでした。

若林 潤 君、野口 哲志 君
会長・幹事・役員の皆様、一年間ご苦労さまでした。

世良 俊昭 君
本日の楽しい夜間例会、親睦委員会の皆様、ご苦労さまです。

朝山 浩 君、横山 芳春 君、渡邊 敏久 君、峯岸 雅宏 君 
（研修委員会）

柳澤会長、佐久間幹事、理事・役員そして会員の皆様、一
年間お疲れさまでした！

プログラム委員会一同
一年間ありがとうございました。本日のファイナル例会を楽
しみましょう。ご家族の皆様、ようこそいらっしゃいました。

クルーズ 由美子 君、谷口 一成 君、朝山 浩 君、 
横山 芳春 君、山川 哲史 君、相良 久征 君、渡辺 伸一 君、
塩田 聡 君、村山 輝忠 君、小林 美和 君（親睦委員会）

本日いよいよ最終例会となりました。一年間大変お世話に
なりました。親睦委員一同精一杯準備いたしましたので、
楽しんでください！一年間本当にありがとうございました。


