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第2765例会	 平成 29 年 6 月 21 日（水）

点　鐘 柳澤 信夫 直前会長
スマイル体操 石原 安 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

「それでこそロータリー」
「友達になろう」

お客様紹介 朝山 浩 親睦委員
第 14 期ロータリー平和フェロー

マデリン・ローガンさん
第 14 期ロータリー平和フェロー

イーダ・スラヤ・クリントさん
出席報告 戸川 俊雄 出席副委員長

会員数 58 名 出席 32 名 欠席 26 名
（対象外 8 名） 出席率 64.00%
前々回訂正 欠席 26 名 MAKE UP 8 名

（対象外 6 名） 訂正出席率 75.47%
欠席者

花田君 波木井君 濱田君 石坂君 北村君 
小林（政）君 貝田君 上山君 三浦君 宮崎君 
松波君 溝淵君 松山君 峯岸君 三平君 
妻鹿君 野口（哲）君 岡本君 小澤君 帯谷君 
重田君 関君 相良君 色摩君 藁科君
米山君

お客様ご挨拶 マデリン・ ローガン さん
2015 年から、平和研究を勉強しています。来週卒業を
迎えます。ロータリーの皆様には、心から感謝をして
おります。ありがとうございました。

幹事報告 大塚 正一 幹事
1. 第 36 回かわさき鈴虫祭り　準備会の報告書

日時：8 月 27 日（日）14：00 ～ 16：00
場所：まんが寺
鈴虫カゴわけ：8 月 24 日（木）14：00 ～ 16：00

2. 地区からの来信
① 2017 ～ 18 年度 地区拡大増強セミナー開催のご案内

日時：7 月 10 日（月）15：00 ～ 17：30
会場：メモワールプラザソシア 21

② 2017 ～ 18 年度 クラブ研修委員長会議開催のご案内
日時：7 月 13 日（木）15：00 ～ 17：00
会場：メモワールプラザソシア 21

③第 14 回インターアクト サマーミーティング開催のご案内
日時：7 月 30 日（日）10：00 ～ 16：20
会場：JICA 横浜 B1 体育館

委員会報告
横山 芳春 ゴルフ同好会幹事

6 月 16 日 ( 金 ) に第 4 回松波会長杯が鶴前カントリー
クラブで行われました（総勢 19 名参加）。
　優勝：佐久間さん
　準優勝：柾木さん
　3 位：若林さん

卓話
入来 クラブ会報委員長
会報委員の戸川会員、谷口会員、小林
美和会員のご協力を得まして、滞りな
くできたと思います。すばらしい会報
が一年間できたと思います。ありがと

うございました。
山川 親睦委員長
最初は自分でこの役が務まるのだろ
うかと思いましたが、皆様に助け
ていただき、無事に終了することが
できそうです。お昼の例会以外では、

お酒を交えて皆様とお話ができる機会があり、とても
勉強になりました。今年一年ありがとうございました。
洪 出席委員長

出席率を上げようと努力しましたが、
上手くいきません。出席率 80％以上
を目指して皆様、次年度も頑張りま
しょう。

朝山 プログラム委員長
会長、幹事、その他、各委員の皆様
にお世話になりました。来期は、ク
ルーズさんがプログラム委員長とい
うことなので、また楽しい卓話を楽
しみにしています。



甲田 戦略計画委員長
今年は地区から宿題が出されました。
例会の回数や出席義務など、それぞ
れのクラブでルールを定めて良いと
いうことになりましたので、皆様の
意見を伺いながら変えるべきところ
は変えました。

若林 会員選考委員長
今年ほど難しい選考委員会というも
のがないのではというくらいに思い
ました。会長、幹事には、大変ご迷
惑おかけいたしました。一年間あり
がとうございました。

松下 会員増強委員長
最初は石坂さんや妻鹿さんが入会し
て順調だなと思いました。しかし、
気がついたら今現在でプラスマイナ
スゼロとなっていました。申し訳な
かったです。一年間ありがとうござ
いました。

横山 研修委員長
夜間にクラブフォーラムをいたしま
した。新しい入会者なども織り交ぜ
て話し合い、その結果、それがこれ
からの運営に役立つのではないかと
思っております。

大部 職業奉仕委員長
今年度は、多くの方に参加していた
だき川崎東郵便局などを訪問しまし
た。これからもできるだけ多くの方
に参加していただければと思います。
ありがとうございました。

谷口 社会奉仕委員長
中原区民祭、鈴虫祭りなど例年と同
じようなことしかできなく、反省
しております。来期は、新しいこと
ができるように、次期齊木委員長に
は、私にはできなかった新しいこと
をやっていただきたいと思います。

横山 青少年奉仕委員長
戸川副委員長をはじめ、大変お世話になりました。イ
ンターアクトの例会には行ったことがなかったのです
が、今年度は委員長として例会に数回参加いたしまし
た。皆様、活発に活動されていて、改めて勉強になり
ました。ありがとうございました。

ニコニコリポート 松下 幸夫 副会場監督
松波 登 会長、大塚 正一 幹事

ロータリー平和フェロー、イーダさん、マデリン
さん、ようこそ！
また、本日は現次期の合同のクラブ協議会を
18：00 より、加賀料理「やまぐち」で開催します。

クルーズ 由美子 君
本日は平和フェロー第 14 期生のマデリンさんと

イーダさんをお連れしました。川崎北 RC はマデリ
ンさんのスポンサーでしたので、7 月 1 日の帰国
を前に、皆様にご挨拶にいらっしゃいました。あ
りがとうございました。

柳澤 信夫 君
平和フェローのマデリンさん、イーダさん、よく
いらっしゃいました。これからの時代は国際的に
平和のために行動する若い人々がとても大切にな
ります。お元気でご活躍ください。

武田 信平 君
6 月 17 日に行われた J リーグ第 15 節、フロンター
レはサンフレッチェ広島を等々力に迎え、戦いま
した。広島の守備を崩すことができず厳しい試合
となりましたが、後半に得た 1 点を守り切り、か
ろうじて勝利することができました。これで 7 勝
4 分 3 敗、暫定 6 位となりました。
ポーランドのアンプティサッカー協会のお招きに
より、6 月 24 日、25 日の両日に第 6 回世界アン
プティサッカー・トーナメントがワルシャワで開
かれます。参加は、ポーランド、日本、イギリス、
フランス、アイルランド、ギリシャの 6 カ国です。
私も日本代表団の団長として選手と共に遠征する
ことになりました。22日に出発し27日に帰国します。

入来 武久 君、茂木 常夫 君
先日の世界大会壮行会に催しましては、川崎北 RC
会員様より多くのお祝いをいただき、ありがとう
ございました。おかげさまで大盛会となりました。
来週から 10 日間カザフスタン共和国世界大会に
行きます。選手と共に頑張って必ずてっぺんに日
の丸を掲げてまいります。

若林 潤 君
先日の松波会長杯ゴルフコンペで 3 位に入賞しま
した。皆様ありがとうございました。

柾木 永一郎 君
昨年も佐久間さんに負けて準優勝、今回も佐久間
さんに負けて準優勝。佐久間さん怨みますよ。

佐久間 馨 君
先日の松波会長杯、優勝させていただきました。
ご一緒いただいた入来さん、横山さん、ありがと
うございました。また、弟子の尾崎君もお招きく
ださった若林さん、生垣さん、ありがとうござい
ました。

小林 美和 君
先日、中原 Karin Karin のお別れ会にご来店いただ
きました皆様、ありがとうございました。銀座店
は 7 月 1 日オープニングパーティー、7 月 3 日グ
ランドオープンで、しばらくバタバタご迷惑おか
けしますが、引き続きどうぞよろしくお願いします。

戸川 俊雄 君
昨日の夜、弟の連れ合いが亡くなりました。11 月
に亡くなった弟に呼ばれたみたいです。残念です。


