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第2723例会	 平成 28 年 7 月 13 日（水）

点　鐘 松波 登 会長

スマイル体操 山川 哲史 親睦委員長

司会と斉唱 野口 隆一 会場監督
色摩 和恵 ソングリーダー

「我等の生業」

お客様紹介 藁科 義弘 親睦委員
川崎とどろき RC 宗澤 文良 会長
川崎とどろき RC 市川 郁雄 幹事

出席報告 戸川 俊雄 出席副委員長

会員数 58 名 出席 39 名 欠席 19 名
（対象外 3 名） 出席率 70.91%
前々回訂正 欠席 11 名 MAKE UP 1 名

（対象外 4 名） 訂正出席率 88.89%

欠席者
朝山君 クルーズ君 花田君 濱田君 入来君 
洪君 小林（政）君 貝田君 上山君 小林（美）君 
溝淵君 松尾君 茂木君 三平君 柾木君 
重田君 佐久間君 塩田君 谷口君

お客様ご挨拶
川崎とどろき RC 宗澤 文良 会長、市川 郁雄 幹事

川崎とどろき RC は、本年度創立 20 周年記念の例会を
11 月 14 日、新横浜国際ホテルにて開催いたします。改
めてご案内を差し上げますが、大勢の皆様にご出席い
ただけるようお願い申し上げます。貴クラブのますま
すのご隆盛と、松波 登 会長、大塚 正一 幹事の一層の
ご活躍を祈念申し上げます。よろしくお願いいたします。

お祝い 齊木 貴 親睦委員
お誕生日おめでとうございます！



 ●会員誕生日
生垣 繁 会員 野口 哲志 会員 米山 元章 会員

 ●ご夫人・ご主人誕生日
戸川 洋子 様 大部 雅子 様 佐久間 佐知子 様 
クルーズ アンソニー 様

 ●結婚記念日
松波 登 会員 入来 武久 会員

 ●入会記念日
生垣 繁 会員 小林 政男 会員 濱田 敦大 会員 
齊木 貴 会員

 ●年間出席率 100%
戸川 俊雄 会員 北村 善市 会員

会長報告 松波 登 会長
1. 理事会報告

（詳細は、別途ポスティングします）

2. 次週 7 月 20 日（水）は、ガバナー公式訪問です。 
全会員でガバナーをお迎えしたいと思いますので、
お繰り合わせの上ご出席お願いいたします。

幹事報告 大塚 正一 幹事
1. 地区からの来信

 • クラブ研修委員長会議開催のご案内
日時：2016 年 8 月 4 日（木） 15：00 ～ 17：00
場所 : メモワールプラザソシア 21
※横山研修委員長出席予定

 • 青少年奉仕委員長会議開催のご案内
日時：2016 年 8 月 8 日（月） 15：00 ～ 17：00
場所：メモワールプラザソシア 21
※ 横山青少年奉仕委員長、戸川インターアクト委

員長出席予定

 • ガバナー・地区戦略計画委員会との個別相談会の
ご案内
7 月 19 日 （火） 開催の「クラブ戦略計画委員長会
議」前の 30 分間 （14：30 ～ 15：00） にて対応
ご相談の際は 14：30 にお越しくださいとのこと

 •「第 15 回ロータリー全国囲碁大会」開催のご案内
2016 年 10 月 15 日 （土） 10：00 開会
会場：日本棋院会館本院
※参加ご希望の方は事務局までお知らせください

2. 他クラブ例会臨時変更
●川崎中央 RC

7 月 18 日 （月・祝） ・8 月 15 日 （月）　休会

7 月 25 日 （月）  納涼夜間移動例会  
川崎競馬場芝生エリアで BBQ  
点鐘 17：30

●川崎鷺沼 RC
7 月 20 日 （水）  移動例会 箱根湯本「吉池旅館」 

クラブ協議会 16：30 ～  
点鐘 18：30

●川崎西 RC
8 月 12 日 （金） 休会

●川崎南 RC
8 月 16 日 （火） 休会
8 月 30 日 （火）  夜間例会 中華街 萬珍楼 

点鐘 18：30
9 月 20 日 （火） 休会

3. 他クラブ会報の回覧：川崎南 RC
4. 他クラブ活動計画書の回覧： 

川崎南 RC、川崎幸 RC、川崎中央 RC、川崎マリー
ン RC、川崎百合ヶ丘 RC

委員会報告
横山 芳春 研修委員長

先週配布済の「ロータリーの友」7 月号 p.25 と p.26 に、
川崎北 RC に関連する記事（RYLA 報告とバヌアツ訪
問記）が掲載されています。

就任挨拶
松山 直樹 クラブ奉仕委員長

クラブ奉仕委員会は、各委員会の委員長で構成されて
います。松波会長の「楽しい例会にして、出席率を上
げよう！」というテーマに基づいて、各委員会の活動と、
クラブ奉仕委員会の活動を相互に協力しながら進めて
いきたいと思います。その結果、今年度の終わりに会
員増という結果をもって「良い一年だった」と評価さ
れるようにしたいと思います。よろしくお願いいたし
ます。

松下 幸夫 会員増強委員長
従来通り、グループミーティングにて、入会の可能性
がある方を検討する活動を行います。ただし、従来と
異なり、グループ分けの際、「親族にロータリークラブ



会員がいる」「開拓の余地があると思われる業界」「経
営者と接することが多い業界」といった基準を設けま
した。なんとか成果を出したいと思いますので、ご協
力をお願いいたします。

大部 哲也 職業奉仕委員長

職業奉仕はロータリークラブの背骨をなす委員会です。
それぞれの職業や専門職の品位と道徳水準を高めると
いう大きな目的に沿った活動をしていきます。8 月に委
員会を開催し、詳細を決めたいと思います。よろしく
お願いいたします。

藁科 義弘 社会奉仕副委員長

今年度は「楽しい例会にして、出席率を上げよう！」と
いう松波会長の方針のもと、例会の出席率を上げると
ともに、地域社会に対する奉仕活動を活発に行いたい
と思います。地域行事に積極的に参加し、川崎北 RC の
地域での認知度向上を図ります。具体的には、「地域社
会のニーズに応じた支援活動の実施」「スポーツ活動や
文化活動への支援」「区民祭、消防大会への協賛」「鈴
虫祭りへの協賛」を予定しています。
委員会一同、一年間がんばってまいります。よろしく
お願いいたします。

村山 輝忠 国際奉仕委員長

今年度のテーマ「人類に奉仕するロータリー」を根幹と
し、高良ガバナー、松波会長の掲げたテーマを軸に実践
します。以下の様な活動を計画しています。
・従来通り、バヌアツ共和国への国際医療奉仕を継続し、
先方のニーズに合ったロータリーならではの奉仕活動を
行いたいと思います。
・2017 年 2 月の「平和と紛争予防／紛争解決月間」に
はクラブフォーラムを開催します。
・海外出張などの折には、積極的に他クラブへのメーク
アップをしていただきたいと思います。
・奨学生・留学生と積極的に交流を図っていきます。
よろしくお願いいたします。

横山 芳春 青少年奉仕委員長

青少年奉仕委員とインターアクト委員は、青少年に熱
いメンバーがそろっています。横浜あざみ RC と川崎北
RC による共同提唱のクラーク記念国際高等学校横浜青
葉キャンパス IAC では、今年度、140 名ほどの全校生
徒がインターアクターになり、月 2 回のインターアク
ト例会を行なっています。この例会に参加して、私自
身も勉強をしてまいります。横浜あざみ RC との情報交
換等も積極的に行いたいと思っています。月 2 回の例
会のうち、金曜日の例会は 20 分しかないのですが、次
年度以降、この時間を延ばしてもらえるよう交渉中で
す。8 月の鈴虫祭りにはインターアクトのメンバーが手
伝いに参加予定です。来年 2 月実施予定の RYLA では、
川崎北 RC の皆様にご協力をお願いいたします。一年間、
盛りだくさんでがんばります。よろしくお願いいたし
ます。



戸川 俊雄 インターアクト委員長

横山青少年奉仕委員長から、インターアクトの例会の
時間についての話がありました。学校からは「9 時 10
分開始であれば、月 2 回、十分な時間が取れる」と申
し出をいただきましたが、こちらの都合で時間をずら
していただいたという背景があります。IAC は、基本的
には IAC のメンバーの自主性に任せており、何か要請
があれば、われわれロータリアンが協力するという形
をとっています。川崎北 RC の会員の皆様は、ぜひ、
IAC の例会に参加してください。

米山 元章 ロータリー財団委員長

今年は川野パストガバナーが地区のロータリー財団総
責任者を務められます。今年はロータリー財団 100 周
年で、川野パストガバナーと岡本パストガバナーが中
心となり、100 周年の企画を進めていきます。本件に
関しては地区大会でより詳しく発表される予定です。委
員会一同例年以上にがんばりますので、ご協力をお願
いいたします。

波木井 輝昭 米山記念奨学委員長

今年度、川崎北 RC では、相良会員に奨学生のカウンセ
ラーをお願いしています。相良会員の協力のもと、奨

学生と会員の交流を図れるよう努めていきます。寄付
につきましては、普通寄付が 5000 円、特別寄付が
20000 円です。この目標を達成できるよう、会員皆様
のご協力をお願いいたします。一年間よろしくお願い
いたします。

甲田 博康 戦略計画委員長

戦略計画委員会は、定款細則の変更についてという重
大な案件を担当いたします。RI の方針で、例会の回数
や出席の定義など、さまざまな規定をクラブ単位で決
めても良いということになったのです。事前に RI の提
案内容をお知らせしますので、11 月 30 日の研修セミ
ナーの際、各世代の皆様のご意見を聞いて、戦略委員
会としてまとめたいと考えています。

ニコニコリポート 相良 久征 副会場監督
川崎とどろき RC 宗澤 文良 会長、市川 郁雄 幹事

新年度のご挨拶に伺いました。一年間よろしくご指
導のほど、お願いいたします。

松波 登 会長、大塚 正一 幹事
川崎とどろき RC 宗澤 会長、市川 幹事、ようこそ！
例会と食事を楽しんでください。

戸川 俊雄 君、宮崎 秀樹 君
とても蒸し暑いですね。水分取って頑張りましょう。
近隣クラブの皆様、ようこそいらっしゃいました。

武田 信平 君
先週 9 日、J リーグ第 2 ステージの第 2 節が行われま
した。フロンターレは名古屋とアウェイで戦い、3 対
0 にて勝利しました。その結果、第 2 ステージ・年間
共に 1 位をキープしています。しかし、相手選手の悪
質なファールによって、大黒柱の中村憲剛選手が全治
4 週間の怪我をするアクシデントがありました。本日
19 時から、第 3 節・新潟戦が等々力競技場にて行わ
れます。憲剛選手を欠きますが、勝利を目指して頑張
ります。皆さんの応援をよろしくお願いいたします。

村山 輝忠 君、米山 元章 君、柳澤 信夫 君 
（国際奉仕委員会）

国際奉仕委員会のメンバーとして、村山、米山、柳澤、
上山、松尾、塩田で一年間やって参ります。どうぞ
よろしくお願いいたします。


