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木槌の引継ぎ 大塚 正一 会長
松波 登 直前会長から大塚 正一 会長へ

点　鐘 大塚 正一 会長

スマイル体操 小林 美和 親睦委員
司会と斉唱 山川 哲史 会場監督

谷口 一成 ソングリーダー
「君が代」「奉仕の理想」
「友達になろう」

お客様紹介 石原 安 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（川崎中 RC）

内藤 幸彦 様
川崎西 RC 鈴木 伸一 直前会長、棚部 哲男 直前幹事
川崎西 RC 黒川 俊一 会長、上松 義典 幹事
川崎中 RC 小丸 日出夫 会長、髙木 洋一 幹事
川崎中原 RC 髙瀬 建夫 会長、河合 束 幹事
松山会員のゲスト　浦上 哲平 様
米山奨学生　凌 飛 君

出席報告 宮崎 秀樹 出席委員長
会員数 58 名 出席 39 名 欠席 19 名

（対象外 5 名） 出席率 73.58%
前々回訂正 欠席 26 名 MAKE UP 11 名

（対象外 8 名） 訂正出席率 82.69%

欠席者
花田君 濱田君 入来君 石坂君 貝田君 
上山君 三浦君 溝淵君 峯岸君 松下君 
茂木君 三平君 妻鹿君 大部君 重田君 
佐久間君 関君 藁科君 横山君

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
内藤 幸彦 様（川崎中 RC）

湯川孝則ガバナーの方針「ともに語ろうロータリー、友
達になろう」にあるように、今年度は自分の人生とロー
タリーとはなんだろう、と振り返る良い機会ではない
でしょうか。「奉仕の理想」にあるように、自ら与えら
れたことをやることが奉仕の精神だと思います。今年
度一年間どうぞよろしくお願いいたします。

川崎西 RC 黒川 俊一 会長、上松 義典 幹事

昨年度、地区大会などでは皆様に大変お世話になりま
した。今年度、当クラブではロータリーの本質を守り
ながら、様々な変化に対応しつつ、変えるべきものは
変えていきたいと思います。今後とも、ご指導のほど
よろしくお願いいたします。



川崎中 RC 小丸 日出夫 会長、髙木 洋一 幹事

私は 24年前にロータリーに入りましたが、当時は川崎
北 RC様にはMAKE UP でよくお世話になりました。そ
のときは、本日のような機会がいただけるとは夢にも
思っておりませんでした。一年間どうぞよろしくお願
いいたします。
川崎中原 RC 髙瀬 建夫 会長、河合 束 幹事

先日は当クラブの 30周年記念式典に多くの会員様がお
見えになり、ありがとうございます。ガバナーの方針
にもありますように、ともにロータリーを語り、認知
度を上げましょう。今年度は夜間の研修会も増やす予
定です。是非皆様もMAKE UP にお越しいただければと
思います。よろしくお願いいたします。
川崎西 RC 鈴木 伸一 直前会長、棚部 哲男 直前幹事

遅くなりましたが、本日は退任のご挨拶に参りました。
川崎北 RCのさらなる発展、また会員の皆様方のご健勝、
ご多幸、ご活躍をご祈念申し上げます。ありがとうご
ざいました。

乾杯 岡本 徳彌 会員

お祝い 谷口 一成 親睦委員長
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　谷口 一成 会員

奨学金の贈呈 凌 飛 君

大塚会長より、凌 飛 君に米山記念奨学金の贈呈が行わ
れました。



会長報告 大塚 正一 会長
2016 ～ 17 年度 高良 明ガバナーより、年度 無事終了
の礼状をいただきました。

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
他クラブ例会臨時変更

●川崎西北 RC
7 月 13 日→ 15 日 ( 土 ) 移動例会 : ホテルモントレ横浜  
横浜花火大会鑑賞　点鐘 17：00

就任の挨拶   
大塚 正一 会長

皆様の期待にこたえ
ら れ る よ う な 会 を
運営して、今年度は
委員会活動を活発に
して盛り上げていこ
うと思っております。
まずはクラブの中か
ら委員会として話し

合って、それが上手く会員増強につながり、ロータリー
とは、と語れるようなクラブになっていければと思い
ます。一年間よろしくお願いいたします。
帯谷 昌充 幹事 

大塚会長のクラブ方
針「クラブの原点
は委員会活動 !」に
ありますように、そ
れを実践できるよう
自分なりに一生懸命
サポートしていきま
すので、皆様一年間、

ご協力のほどよろしくお願いいたします。

野口 隆一 会計 
昨年度同様、しっか
りと皆様の予算を有
効に使えるように努
めたいと思います。
一年間よろしくお願
いいたします。

山川 哲史 会場監督 
心配なところも多々あり
ますが、まず頑張ろうと
思って先週ノートパソコ
ンを買いました。今年一
年でパソコンスキルが成
長するか、また年度終わ
りに報告いたします。一
年間、よろしくお願いい
たします。

宮崎 秀樹 出席委員長 
大塚会長の方針で、委
員会活動から、という
ことがありました。出
席委員会も大いに委
員会活動をして、皆様
の出席を促していけ
るように努力したい
と考えております。出
席委員会、頑張ります
ので、よろしくお願い
いたします。

色摩 和恵 会報委員長 
副委員長に小林美和
会員、委員に戸川会員
と協力しながら頑張
ります。前年度に引き
続き、意義ある楽しい
会報作りをしていき
たいと思います。どう
ぞよろしくお願いい
たします。

戸川 俊雄 会員増強委員長 
皆様も増強委員と同
じように、会員増強に
ご協力願いします。今
日は入会候補者第一
号がいらっしゃって
ます。第二号と続く
ように、頑張りましょ
う。一年間よろしくお
願いいたします。

谷口 一成 親睦委員長 
大塚会長、帯谷幹事の
今年度を盛り上げて
いくために、親睦委員
一同、頑張っていきま
す。充実した一年間に
なりますよう皆様の
ご理解、ご協力をお願
いいたします。

ニコニコリポート 波木井 輝昭 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

内藤 幸彦 様（川崎中 RC）
先週のクラブ協議会、貴重な体験をさせていただ
きました。本日は新任のご挨拶に参りました。皆
様と楽しいロータリーライフを送っていきたいと
思います。よろしくお願い申し上げます。



川崎西 RC 黒川 俊一 会長、上松 義典 幹事
本日は、表敬訪問で伺いました。どうぞよろしく
お願いいたします。

川崎西 RC 鈴木 伸一 直前会長、棚部 哲男 直前幹事
本日は、遅れましたが退任のご挨拶に伺いました。
昨年度は大変お世話になりました。どうぞよろし
くお願いいたします。

川崎中 RC 小丸 日出夫 会長、髙木 洋一 幹事
今期就任しました会長 小丸日出夫と幹事 髙木洋
一でございます。よろしくお願いいたします。当
クラブは 10 月 17 日（火）に精養軒で 45 周年記
念式典を行います。子クラブの式典に是非ご出席
願いたいと思います。

川崎中原 RC 髙瀬 建夫 会長、河合 束 幹事
2017 ～ 18 年度、会長・幹事を仰せつかりました。
今期の RI 会長のテーマ「ロータリーに変化をもたら
す」、当クラブも思いきり変え、改革の年にしたく思
います。よろしくお願いいたします。

川崎中原 RC 小林 正樹 様
新年度を迎え、大塚会長、帯谷幹事の船出を祝し心
よりお喜び申し上げます。

大塚 正一 会長、帯谷 昌充 幹事 
内藤ガバナー補佐、近隣クラブの皆様、ご訪問あり
がとうございます。川崎北 RC の皆様、一年間よろし
くお願いいたします。

岡本 徳彌 君
新年度、最初の例会をお祝いして。

石井 弘 君
新年度のスタート、お祝い申し上げます。

星野 博 君
大塚様、いつも大変お世話になります。

川野 正久 君、松山 直樹 君 
本日は、ラグビー部後輩の浦上君がゲストでいらっ
しゃいました。ようこそ、入会待っています。

金子 房一 君、北村 善市 君 、松波 登 君
大塚会長、役員諸氏、ご苦労様です。よろしくお願
いいたします。

小澤 秀昭 君
大塚会長、帯谷幹事、おめでとうございます。一年間、
頑張ってください。

戸川 俊雄 君
入会、丸 38 年となりました。100％がまだ続いてます。
39 年目です。

小林 政男 君
大塚さん、帯谷さん、一年間頑張ってください。

武田 信平 君
7 月 1 日に行われた J リーグ第 17 節、フロンターレは、
ヴィッセル神戸を等々力競技場に迎えて対戦しまし
た。前半 2 点、後半 3 点を上げトータル 5 対 0 で快勝。

これで 8 勝 5 分 3 敗、順位は暫定 6 位と変動なしです。
また、延期されていました第 13 節、浦和レッズ戦が、
本日 19：00 より等々力にて行われます。今日の試
合で前半戦が終了し 8 日から後半戦に入ります。

齊木 貴 君
本年度より社会奉仕委員長を仰せつかりました。皆
様のご協力とご指導をよろしくお願いいたします。

小林 美和 君
大塚会長、帯谷幹事年度で国際奉仕委員長を仰せつ
かりました。皆様ご指導のほどよろしくお願いいた
します。

SAA：山川 哲史 君、波木井 輝昭 君、朝山 浩 君
大塚会長年度を盛り上げる様 SAA がんばって参りま
す。一年間よろしくお願いいたします。

プログラム委員会：クルーズ 由美子 君、朝山 浩 君、
波木井 輝昭 君、松山 直樹 君

大塚会長、帯谷幹事、会員の皆さん一年間よろし
くお願いいたします。楽しいプログラム作りに委
員会一同取り組んで参ります。

出席委員会：宮崎 秀樹 君、松山 直樹 君、生垣 繁 君、
洪 征治君、入来 武久 君

大塚会長、帯谷幹事年度の船出を祝して、各委員み
なさんで協力して有意義な一年にしましょう。

会報委員会：色摩 和恵 君、小林 美和 君、戸川 俊雄 君
本年度、会報委員会です。大塚会長、帯谷幹事年度
の船出を祝して ! 一年間よろしくお願いいたします。

青少年委員会：洪 征治君、宮崎 秀樹 君、戸川 俊雄 君、
山川 哲史 君、クルーズ 由美子 君、色摩 和恵 君

大塚年度の船出を祝して！
戦略計画委員会：米山 元章 君、柳澤 信夫 君、吉岡 憲士 君、
甲田 博康 君、戸川 俊雄 君、渡邊 敏久 君

大塚年度のスタートを祝して！

米山記念奨学委員会：松山 直樹 君、金子 房一 君、
北村 善市 君、野口 隆一 君

大塚会長、帯谷幹事 年度の船出を祝して！本年度も
よろしくお願いいたします。

ロータリー財団委員会：朝山 浩 君、石坂 想 君、石井 
弘 君、世良 俊昭 君、若林 潤 君

大塚会長、帯谷幹事 理事役員の皆様の船出を祝して！
親睦委員会：谷口 一成 君、朝山 浩 君、小林 美和 君、
平野 和枝 君、石原 安 君

本年度、大塚会長年度で親睦委員会を務めさせてい
ただきます。精一杯がんばりますのでよろしくお願
いいたします。


