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点　鐘 入来 武久 副会長

スマイル体操 石原 安 親睦委員

司会と斉唱 山川 哲史 会場監督
平野 和枝 ソングリーダー

「君が代」
「奉仕の理想」

お客様紹介 小林 美和 親睦委員
川崎中原 RC 幹事　河合 束 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 36 名 欠席 22 名

（対象外 3 名） 出席率 65.45%
前々回訂正 欠席 22 名 MAKE UP 7 名

（対象外 5 名） 訂正出席率 81.13%
欠席者

朝山君 花田君 濱田君 石坂君 小林（政）君 
貝田君 上山君 溝淵君 峯岸君 松下君 
茂木君 三平君 野口（隆）君 岡本君 大塚君 
重田君 佐久間君 関君 相良君 色摩君 
齊木君 横山君 

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
小泉 昌彦 会員　小澤 秀昭 会員　上山 剛志 会員　
野口 隆一 会員　平野 和枝 会員　妻鹿 琢生 会員　
色摩 和恵 会員
 ●ご夫人誕生日
三平 啓子 様　石原 和子 様　朝山 香 様
 ●入会記念日
岡本 徳彌 会員　大塚 正一 会員　相良 久征 会員
●●年間出席率 100％
生垣 繁 会員　齊木 貴 会員

奨学金の贈呈 凌 飛 君
入来副会長より、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 入来 武久 副会長
1.● 地区より、2019 年規定審議会「制定案」と 2018
年決議審議会「決議案」の提出について
RI の立法機関である規定審議会が、2019 年に開
催されます。2019 年規定審議会に提出する制定
案および 2018 年決議審議会（2017 年より実施）
に提出する決議案の提出を検討されているクラブ
は、2016 年手続要覧 RI 定款 10 条、RI 細則第 7
条をご確認の上、速やかに手続きを進め、提出期
限 2017 年 9 月 15 日（金）までに地区宛にご提
出ください。

2.● 川崎中 RCより、創立 45周年記念式典のご案内
日時：2017 年 10 月 17日（火）　
点鐘 15：00　祝賀会 17：00　　
会場：ホテル精養軒　　登録料：1万円

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
1.● 地区からの来信

① RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）開催のご案内
　日時：9月 10日（日）8：30～ 16：30
　会場：聖光学院中学高等学校
②ロータリー米山奨学生・学友夏季レクリエーションのご案内
　日時：9月 3日（日）7：10
　場所：ホテルキャメロットジャパン前集合
③第 16回ロータリー全国囲碁大会のご案内
　日時：10月 14日（土）10：00点鐘
　会場：東京市ヶ谷の日本棋院本院 1階●対局室
④ロータリーレートのお知らせ
　8月も 7月から変更なし 1ドル＝ 111 円です。

2.● 他クラブ例会臨時変更
●川崎大師 RC
8 月 9日 ･16 日（水）休会

●横浜あざみ RC
8 月 9日（水）移動例会●あざみ野「四季●花りん」点鐘 12：30

●川崎麻生 RC
8 月 11日 ･18 日（金）休会
8月 25日（金）移動例会●琴平神社●納涼会●点鐘 17：30

●川崎中 RC
8 月 15日 ･29 日（火）休会

●川崎南 RC
8 月 15日 ･9 月 19 日（火）休会



8 月 29 日（火）夜間移動例会●中華街●萬珍楼●点鐘 18：30
●川崎百合丘 RC
8 月 15日（火）休会

委員会報告   
谷口 一成 親睦委員長
親睦移動例会のご案内
日時：9月 20日（水）
会場：湯本富士屋ホテル

卓話   
市川 清 会員
出席率を上げるということについて、私の考えを述べた
いと思います。まず、ひとつは、例会を自由席から定席
にすることです。例えば、川崎 RCでは、席に名刺など
が置いてあります。川崎西 RCもよく行きますが、ここ
も定席です。当クラブは自由席ですが、皆様で話し合っ
て、定席にしてみてはどうかと思います。もうひとつは、
今は来場して入口のところで、親睦委員の方たちが立っ
て事務をしていますが、そこにテーブルを置いてみて
はいかかでしょうか。テーブルを置いて、応接をする
ということが良いと思います。

昔は、メーク・アッ
プが 1週間前後とい
う決まりでした。そ
の頃は、私も営業職
をやっていたので、
自分の事務所の近
くで、よく川崎 RC、
川崎幸 RC、川崎南
RC などにメーク ･
アップに行き、欠席

することは考えていませんでした。皆様もロータリーに
入られてどのように推薦されたかはそれぞれだと思い
ますが、欠席については、メーク ･アップがあるからい
いよ、くらいにしか言われてないかと思います。しかし、
ここのところずっと 60パーセントくらいの出席率とあ
まりよくありません。これを改善するには、例会を定席
にするということと、親睦委員はテーブルを置いて来場
する方たちを歓迎することが良いのではないかと思う
ので、各担当委員で協議して実施してみてはと思います。

欠席をして、他のクラブにメーク ･アップに行くと、そ
のクラブの良いところ、そうでない部分が見えたりし
ます。そういうときは、良いところを見習って当クラ
ブにも取り込んでいくべきだと思います。ただ単に古
いだけではなく、色々なことを試してみるのも大事な
ことです。

私も長いことロータリークラブにいますが、新しく入っ
た方たちも、こういうことをしたほうが良いのではな
いかと思う方は、積極的に発言してもっと良いクラブ
にしていきましょう。

ニコニコリポート 柾木 永一郎 副会場監督
川崎中原 RC 幹事　河合 束 様

いつもお世話様です。
大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事

市川会員、本日の卓話よろしくお願いいたします。
川野 正久 君、小泉 昌彦 君

今日の市川さんの卓話、楽しみにしています。三浦さん
久しぶりです、これからも頑張ってください。

武田 信平 君
J リーグ中断後の再開試合となるフロンターレ対ジュ
ビロ磐田戦が先週 29 日に等々力で行われました。大
雨の中、2 万人を超えるフロンターレファンが来場さ
れましたが、残念ながら 2 対 5 と大敗しました。ミ
スを引っ掛けられてカウンターで失点を重ねるとい
う思いもよらない試合展開となりました。順位も一
つ下げて 4 位です。8 月 5 日の FC 東京戦は絶対に勝
たなければならない試合です。期待しましょう。

松波 登 君
市川さん、卓話よろしくお願いいたします。

 三浦 善四郎 君
昨年、今年と入退院を繰り返して足腰がとても弱
くなり、手押車がないと外出もできません。長い
間欠席して申し訳ありません。本日は私より 10 歳
も年上の市川さんの卓話と聞いて無理して出席し
ました。今後ともよろしくお願いします。

世良 俊昭 君
市川さん、本日の卓話楽しみにしています。

小澤 秀昭 君、米山 元章 君
市川会員、卓話楽しみにしています。横山さん、
大変お世話になりました。

出席委員会・ビール同好会：武田 信平 君、戸川 俊雄 君、
生垣 繁 君、渡邊 敏久 君、宮崎 秀樹 君、大部 哲也 君、
洪 征治 君、入来 武久 君、柳澤 信夫 君、松山 直樹 君

新年度、1 ヶ月が過ぎ、早 2 ヶ月目に入りました。
みなさん、暑さの中、御活躍と思います。本日は
市川先輩の卓話、楽しみにしています。

プログラム委員会：クルーズ 由美子 君、波木井 輝昭 君、
松山 直樹 君

市川会員、本日はよろしくお願いします。
親睦委員会：谷口 一成 君、平野 和枝 君、小林 美和 君

市川会員、本日の卓話よろしくお願いいたします。
楽しみにしております。

柾木 永一郎 君
平野会員、先日とどろき RC での卓話、ご苦労様
でした。続きは川崎北でお願いします。本日は市
川会員の卓話、楽しみにしています。


