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第2751例会	 平成 29年 3月 1日（水）

移動例会場：�富士通川崎工場本館 20階ラウンジ
点　鐘 松波 登 会長

スマイル体操 齊木 貴 親睦委員
司会と斉唱 野口 隆一 会場監督

山川 哲史 ソングリーダー
「君が代」「奉仕の理想」

出席報告 戸川 俊雄 出席副委員長
会員数 60名 出席 32名 欠席 28名
（対象外 10名） 出席率 64.00%
前々回訂正 欠席 26名 MAKE�UP�7 名
（対象外 7名） 訂正出席率 77.36%
欠席者
クルーズ君� 花田君� 波木井君� 濱田君� 石井君�
北村君� 小林（政）君� 貝田君� 小泉君� 上山君�
小林（美）君� 宮崎君� 溝淵君� 松山君� 峯岸君�
松尾君� 松下君� 茂木君� 三平君� 野口（哲）君
大部君� 小澤君� 帯谷君� 重田君� 関君��
塩田君� 渡辺（伸）君� 藁科君�

お祝い 朝山 浩 親睦委員
おめでとうございます！
●●会員誕生日
甲田●博康●会員● 茂木●常夫●会員● 濱田●敦大●会員
●●ご夫人誕生日
岡本●寛子●様● 北村●妙子●様● 金子●京子●様●
齊木●恵子●様● 藁科●妙子●様● 渡辺●麻衣子●様
●●結婚記念日
石井●弘●会員● 星野●博●会員● 松尾●正●会員●
花田●薫●会員● 大塚●正一●会員● 朝山●浩●会員
●●入会記念日
世良●俊昭●会員● 入来●武久●会員

会長報告 松波 登 会長
1.� 理事会報告（別紙議事録を参照）
2.● 地区からの来信
2017-18 年度●地区委員の委嘱状が届きました。
・拡大増強委員会●副委員長：戸川俊雄会員
・インターアクト委員会●副委員長：色摩和恵会員

・ロータリー青少年交換委員会●委員：茂木常夫会員
・RYLA 委員会●委員：横山芳春会員
・グローバル補助金委員会●委員：野口隆一会員
・ロータリー平和センター委員会●委員：
クルーズ由美子会員

・米山奨学金増進委員会●委員：米山元章会員
・危機管理委員会●委員：
川野正久会員・大塚正一会員

幹事報告 大塚 正一 幹事
1.� 川崎鷺沼 RCよりメークアップツアー�経営研究会
日時：3月15日（水）　点鐘18：00
会場：とうふ屋うかい�鷺沼店
※登録料：新会員 3,000 円　会員 5,000 円

2.● 平成 28年度事業報告書（中原区民祭実行委員会）
3.� 他クラブ例会臨時変更
●川崎鷺沼 RC
3 月 22日・29日（水）　休会
4月 5日（水）� 夜間例会に変更
お花見親睦例会 ･家族デー

●川崎百合丘 RC
3 月 14日⇒ 11日（土）
台湾永和 RC�40 周年記念式典に出席

3月 28日（火）　お花見移動例会
17：30～麻生川　点鐘 18：00 ｢遊輪｣�柿生店

4月 18日⇒ 22日（土）　経営大講演会に参加
●川崎とどろき RC
3 月 20日（月 ･祝）　休会
4月 24日（月）　休会
●川崎中 RC
3 月 21日（火）　休会
3月 28日（火）　夜間移動例会
お花見例会：西明寺　点鐘 17：30

●川崎大師 RC
3 月 22日（水）　お花見移動例会　料亭「恵の本」
3月 29日（水）　休会

4.� 他クラブ会報の回覧：川崎南 RC
5.� 3 月 8日（水）　移動例会

ヨコハマグランド�インターコンチネンタル�ホテ
ル 2階「アジュール」　点鐘 12：30



長寿会員スピーチ
金子 房一 君

父が他界したのをきっかけにゴ
ルフを始めました。仕事も忙し
かったのですが、ゴルフの練習
もしました。そういう遊びもさ
せてもらったのもロータリーで、
皆様のおかげでここまで続けら

れました。これからも皆様にお世話になるかと思いま
すが、よろしくお願いします。

生垣 繁 君
入会当時は戸川会員のお父様に
もとてもお世話になりました。
何度か国際大会にも行かせてい
ただきました。景気のいい時期
で、みんなビジネスクラスで、
空港のラウンジでも酔っ払って、

とてもいい思い出です。ロータリーに入って良かった
なと思うのは、皆さん先輩の方が紳士で色々と勉強に
なったことです。

柳澤 信夫 君
これからの時代は自分の健康は
自分で守るということではない
でしょうか。そういう意味では
老化防止に、新しい経験をする
社会的な生活をするということ
が大事だと思います。そういう

意味でもロータリークラブの活動は非常に大事なこと
だと思っておりますので、是非これからも色々とご指
導いただきたいと思います。

甲田 博康 君
私は 37 歳のときに会社を創業
してすぐに入会しました。皆さ
ん先輩方が紳士で私の人生の糧
にもなりました。歳をとりまし
たので迷惑にならない程度の仕
事をして、これからも精進して、

ロータリーで一生を送りたいと思いますので、よろし
くお願いします。

渡邊 敏久 君
入会した当時は厳しい先輩方も
いらっしゃいましたが、ロータ
リーの良いところは年齢問わず
色々な方とお話ができるという
ところです。私も健康な限り
ロータリーを続けたいと思って

おります。これからもよろしくお願いいたします。

星野 博 君
渡邊先生との昔の古い写真を
持ってきました。軽井沢の別荘
に行ったときの写真です。松尾
先生が写っています。それから
大部さんも写っています。色々
なお付き合いができるというの
もロータリーです。

岡本 徳彌 君
私は今年 11 月で満 90 歳です。
見えないでしょ？これはロータ
リーのおかげです。ロータリー
に入ってまじめに一生懸命やっ
て友達が多くなると若さを保て
るんです。これからもよろしく
お願いします。

吉岡 憲士 君
ロータリーに入った頃は、出席
は義務ではなく、権利だから行
きなさい。行けないときは、メー
クアップがあるから行きなさい、
と教わりました。そこでがんば
りますと言ってから 48 年が経
ちました。

市川 清 君
私は出席できないときはよく土
曜日に例会をやっている横浜南
RC に行きました。私は仕事を
断ってでもロータリーは出席し
ていました。我々が入ったとき
は地区大会などで静岡や山形に

行き、非常に楽しかったです。皆さん、是非しっかり
出席してください。

ニコニコリポート 相良 久征 副会場監督
松波 登 会長、大塚 正一 幹事

本日は創立記念例会です。美味しいお食事をお楽
しみください。

市川 清 君、戸川 俊雄 君、世良 俊昭 君、洪 征治 君
本日は創立記念企画として長寿会員のお祝いです。
スピーチを楽しみにしています。

三浦 善四郎 君
体調が悪く、長い間欠席いたしまして申し訳あり
ません。近いところだからと思って歩いてきまし
たが、足と腰が悪くて大変でした。

柾木 永一郎 君
松波会長、先日はごちそうさまでした。また、お願
いします。


