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第2766例会	 平成 29 年 6 月 28 日（水）

点　鐘 松波 登 会長
スマイル体操 藁科 義弘 親睦委員

司会と斉唱 野口 隆一 会場監督
柾木 永一郎 ソングリーダー

「手に手つないで」
「友達になろう」

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 
次年度ガバナー補佐　内藤 幸彦 様 （横浜中 RC）

出席報告 洪 征治 出席委員長
会員数 58 名 出席 41 名 欠席 17 名

（対象外 5 名） 出席率 77.36%
前々回訂正 欠席 26 名 MAKE UP 8 名

（対象外 7 名） 訂正出席率 75.47%
欠席者

花田君 波木井君 濱田君 石井君 生垣君
入来君 石原君 上山君 三浦君 溝淵君 
峯岸君 松下君 茂木君 三平君 野口（哲）君 
重田君 関君 

会長報告 松波 登 会長
第 67 回「社会を明るくする運動」推進委員会の資料と
第 66 回 実施結果報告書が届いております。

幹事報告 大塚 正一 幹事
1. 地区からの来信

① クラブ広報・公共イメージ向上委員長会議開催のご案内
日時：7 月 20 日 ( 木 )15：00 ～ 17：30
場所：メモワールプラザソシア 21

② 第 14 回 韓日親善会議開催のご案内
日時：9 月 23 日 ( 土 )13：00 ～
場所：グランドハイアットソウル
登録料：16,000 円

③ ロータリーレート変更のお知らせ
７月から 1 ドル＝ 111 円 に変更（6 月は 1 ドル＝ 110 円）

2. 他クラブ例会臨時変更
 ●川崎大師 RC 
7 月 26 日 ( 水 ) 暑気払い移動例会
川崎商工会議所 12F トップラウンジ　点鐘 18：00

お客様ご挨拶
国際ロータリー第 2590 地区 第 2 グループ 
次年度ガバナー補佐　内藤 幸彦 様 （横浜中 RC）

来年度も皆様にお目にかかる
ことが多くなると思いますが、
ガバナー補佐として努めてい
きたいと思います。本日はク
ラブ協議会に参加させていた
だきますが、よろしくご指導
お願いします。

退任の挨拶
米山 ロータリー財団委員長 /
国際奉仕委員長
おかげさまで目標金額に達成
し、皆様のご理解、ご協力に
感謝いたします。国際奉仕は
村山さんがご移動になってか
ら務めさせていただきました。
本年度、一年間どうもありが
とうございました。

戸川 インターアクト委員長
今年度のインターアクト委員長
をしましたが、川崎北 RC から
はかなりのメンバーが出席して
おります。インターアクト、ロ
ターアクト、RYLA、みなさん
是非、青少年の例会に出席して、
色々と勉強してください。あり
がとうございました。

野口 会場監督
最後は、色々と兼任しながら
でしたが、クイーンアリスの
方には色々と無理を聞いても
らいました。快く助けていた
だき、おかげさまでなんとか
乗り切ることができました。
また、会員の皆様も今年度一
年間、どうもありがとうござ
いました。



松山 副会長
前年度まで SAA をやってい
て、何が何でもいかなくて
はという時期が続きました。
ですが、今年度は休みがち
になってしまいました。副
会長の仕事である会長代理
も、柳澤先生に 2 回も代行
していただきました。次年
度は心を入れ換えて、クラ
ブに貢献したいと思います。

大塚 幹事
幹事をやらないと会長だよ
といわれて引き受けたので、
早速来年度は会長になって
しまいました。2 回目の幹事
でしたが、次年度の勉強に
もなりましたし、楽しく一
年間やらせていただきまし
た。他クラブの会長幹事と
もお知り合いになれ、とて
もためになりました。次年
度もよろしくお願いいたし
ます。

松波 会長
ここまで無事やってこれた
のも、幹事、理事役員また会
員皆様のご協力あってのこ
とだと思います。とても感
謝しております。今年度の
スローガンは「楽しい例会
にして、出席率を上げよう」
でしたので、様々なゲスト
を呼んだり、卓話をしてい
ただいたりできたと思いま
す。ありがとうございました。

ニコニコリポート 相良 久征 副会場監督
次年度第 2590 地区ガバナー補佐 
内藤 幸彦 様 （川崎中 RC）

ガバナー補佐として初めての任務に参りました。伝
統ある川崎北 RC のクラブ協議会に出席させていただ
きます。とても光栄なことと思います。ロータリー
を盛り上げるために少しでもお役に立てればと精一
杯努めさせていただきます。よろしくお願い申し上
げます。

松波 登 会長、大塚 正一 幹事
本日は最終例会です。皆様、一年間ありがとうござ
いました。内藤次年度ガバナー補佐、本日はようこ
そ！

大塚 正一 次年度会長、帯谷 昌充 次年度幹事
内藤次年度ガバナー補佐、本日のクラブ協議会よろし
くお願いします。一年間よろしくご指導ください。

市川 清 君
一年間お疲れ様でした。

岡本 徳彌 君
本年度一年間大変お世話になり、ありがとうございま
した。次年度も本年度同様、より良く楽しい、お役に
立つロータリークラブを目指しましょう。

甲田 博康 君、小泉 昌彦 君
今日は最終例会ですね。松波会長、大塚幹事、ご苦労
様でした。

武田 信平 君
6 月 25 日に行われた J リーグ第 16 節、フロンターレは、
大阪吹田スタジアムに乗り込みガンバ大阪と戦いまし
た。後半早々、フロンターレが先制しましたが、その
後追いつかれてしまい 1 対 1 の引分けで終わりました。
これで7勝5分3敗、暫定6位と先週と変わりなしです。
24 日、25 日の両日に開かれた第 6 回 世界アンプティ
サッカー・トーナメントに参加するためにワルシャワ
に行ってきました。予選リーグは 1 勝 1 敗の 2 位で
予選通過。準決勝はイングランドに 0 対 4 の完敗。3
位決定戦の相手はアイルランド、勝つ気持ちを全面に
出し、集中を欠かさずに戦い 2 対 0 で勝利。日本は国
際試合において初めて 3 位、銅メダルを獲得すること
ができました。チーム全員、大はしゃぎで帰ってきま
した。なお、1 位はイングランド、2 位はポーランド
でした。

小林 政男 君
松波さん、大塚さん、ご苦労様でした。

ビール同好会 : 戸川 俊雄 君、世良 俊昭 君、渡邊 敏久 君、
宮崎 秀樹 君、大部 哲也 君、洪 征治 君、柳澤 信夫 君

松波会長、大塚幹事、年度の委員長の皆様、お疲れ
様でした。早々と次年度内藤ガバナー補佐の訪問を
いただき、活発なクラブ協議会を行いたいと思います。

青少年奉仕委員会：戸川 俊雄 君、洪 征治 君、横山 芳春 君
松波会長、大塚幹事、役員の皆様、一年間ご苦労様
でした。

プログラム委員会：朝山 浩 君、クルーズ 由美子 君、茂
木 常夫 君、藁科 義弘 君、齊木 貴 君

松波会長、大塚幹事、理事役員の皆様、一年間大変
お疲れ様でした！内藤次年度ガバナー補佐様、一年
間よろしくお願いいたします。

親睦委員会：朝山 浩 君、山川 哲史 君、相良 久征 君、
色摩 和恵 君、柾木 永一郎 君、藁科 義弘 君、齊木 貴 君、
小林 美和 君、石坂 想 君、妻鹿 琢生 君、平野 和枝 君

親睦委員会、本年度一年間大変お世話になりました。


