
2017 － 18 年度　　国際ロータリーのテーマ
『ロータリー：変化をもたらす』
RI 会長　　イアン H.S ライズリー

川崎北ロータリークラブ会長の方針
『クラブの原点は委員会活動！』

会長　大塚　正一

会　長　大塚　正一 幹　事　　帯谷　昌充 会報委員長　　色摩　和恵
事務所：〒211-0063　川崎市中原区小杉町 3-70-4 ホーユウパレス武蔵小杉 104　℡ 044-722-8037　メール：knrc@nifty.com
URL：http://kawasaki-north-rc.blue.coocan.jp/ 例会：毎週水曜日　12：30 クイーン・アリス　ガーデンテラス日吉

No.2773

第2773例会	 平成 29 年 8 月 23 日（水）

点　鐘 大塚 正一 会長

スマイル体操 平野 和枝 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

「手に手つないで」

お客様紹介 小林 美和 親睦委員
横浜南 RC 岸 厚子 会長

出席報告 松山 直樹 出席副委員長
会員数 58 名 出席 41 名 欠席 17 名

（対象外 4 名） 出席率 75.93%
前々回訂正 欠席 22 名 MAKE UP 7 名

（対象外 3 名） 訂正出席率 80.00%
欠席者

朝山君 クルーズ君 花田君 濱田君 入来君 
石坂君 貝田君 上山君 三浦君 宮崎君 
溝淵君 峯岸君 三平君 柾木君 野口（隆）君 
重田君 関君 

会長報告 大塚 正一 会長
1.	 当地区パストガバナー（2003-04 年度）成田行雄様
（川崎南 RC）が 8月 15 日にご逝去されました。故
人のご冥福をお祈りし、ここに謹んでお知らせ申し
上げます。

2.	 第 2 回会長 ･幹事会開催のご案内
日時：9月 6日（水）
会場：クイーン ･アリス日吉

3.	「九州北部豪雨	被災地支援への募金」は、34,001 円と
なり地区宛に送金済みです。ご協力に感謝いたします。

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
1.	 地区からの来信
①ロータリー財団セミナー開催のご案内
　日時：9月 14日（木）15：00～ 17：30
　会場：メモワールプラザソシア 21
②地区大会記念「ポリオ撲滅チャリティディナー
ショー」のご案内

　日時：10月 4日（水）　18：00開宴
　会場：横浜ロイヤルパークホテル宴会棟 3F「飛翔」
　参加費 15,000 円　申込期限 9月 15日
③地区大会記念「九州北部集中豪雨被災地支援チャ
リティゴルフ大会」のご案内
　日時：10月 16日（月）
　場所：磯子カンツリークラブ
　申込 ･送金締切：9月 15日
④当地区国際奉仕委員会のホームページ開設のお知らせ
　当クラブの活動報告も掲載されております。
　是非ご覧下さい｡
　URL：www.2590int-ser.com
⑤ RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）の参加者募集中
　日時：9月 10日（日）　8：30～ 16：30
　会場：聖光学院中学高等学校

2.	 他クラブ例会臨時変更
●新川崎 RC
8 月 30日（水）休会
9月 13日（水）移動例会「桜苑」点鐘 18：00
9 月 27 日（水）移動例会「わん」点鐘 18：00

　例会後､ ミューザにてコンサート鑑賞

委員会報告   
齊木 貴 社会奉仕委員長
武蔵小杉駅周辺に「マナーモラルアップポスター」を
掲載します。中原区役所、武蔵小杉駅、当クラブでの
共同企画です。9月 6日 14：30に武蔵小杉北口のマツ
モトキヨシ前に集合です。是非、ご参加ください。

クラブ奉仕フォーラム   

入来クラブ奉仕委員長代理 色摩 和恵 会員
「会員満足度調査」の目的と効果

クラブ奉仕は、「ロータリーの原点」と言われる事業で
す。それは 5大奉仕で唯一、「入りて学ぶ」事業で、「出
でて奉仕」を支援する基礎事業だからです。またクラ
ブ奉仕は、「例会に出席し、親睦（交流）を図り、奉仕
の心を学ぶ事業」でもあります。この事業を円滑に進め
るためにはクラブ奉仕事業が不断の努力によって、会
員にとって魅力ある例会を実現することです。そのた
めにはまず現状の把握、会員の総意です。



クラブの課題・指針を示唆してくれると同時に、再度
実施することにより効果も測定できます。また 9月に
実施されるロータリーリーダーシップ研究会のテーマ
とも連動し、全クラブで実施すれば、クラブ間の分析
にもつながります。

2590 地区 大塚 正一 広報 ･ 公共イメージ向上委員長
「ロータリーみなとみらいチャリティーの報告」

今年 2月 11日（土・祝）に、みなとみらい臨港パーク
にて開催しました。この大会を開催するに当たって、地
区の広報・公共イメージ向上委員会としては、2回の予
行演習的な大会を経験いたしました。

まず、初めの大会は 2016 年の 3月 19 日（土）、「横浜
ランニングフェスティバル」という名前で、やはり、み
なとみらい臨港パークにて開催いたしました。この時
は準備不足から、地区での開催とすることができずに、
川崎北ロータリークラブの協賛という形で、ロータリー
の冠をつけて、ポリオ撲滅のための大会として、地区の
広報委員が、実行委員会を結成して運営に参画しまし
た。当日は天気が悪く、雨の降る寒い日になりましたが、
1,500 名ほどの参加がありました。実質的な業務は全て
イベント会社にお願いしました。我々、ロータリアン
は賞品の授与などのお手伝いをして、どのようにマラ
ソン大会が行われるのかを勉強しました。

2回目ですが、高良ガバナー年度は、是非、国際ロータ
リー第 2590地区の冠をつけた大会にしようということ
になり、高良ガバナー年度の地区大会記念という形で、
2016 年 11 月 19 日（土）に、横浜赤レンガ倉庫を会
場に開催しようと、初めは企画しました。会場も予約
しておりました。横浜赤レンガ倉庫でこのようなマラ
ソン大会が開催されることは今までなく、横浜観光と
合わせて、地方の方には大変魅力的な会場ではないか
という判断からです。しかし、地区大会の開催日の一
週間後という日程で、マラソン大会の準備が難しいと
いうことになり、この大会はロータリーとは関係ない
大会ということで、ロータリーの名前をつけずに、我々
地区の委員はお手伝いをするということでのみ、協力い
たしました。挨拶と賞品授与のみのお手伝いです。実
はこの時も、1,500 人近い参加者がありました。
実は予備日として、高良ガバナー年度の初めに、2017
年 2月 11 日（土・祝）に、みなとみらい臨港パークも
抑えていました。最終的には、この日のマラソン大会が
地区の運営する第一回目のマラソン大会となりました。

さて、この地区主催のマラソン大会を開くに当たって
は、地区の社会奉仕委員会と協力し、R財団の 100 周
年記念事業として開催することに決定されました。
都合、7回から 8回の実行委員会を開催し、準備しまし
た。大体の企画が決まってからは、ガバナー補佐の方々
にも準備委員会に出席していただき、ご協力を仰ぎまし
た。一番の問題は、賞品をどうするかということでした

が、これは各会員企業からの寄付と寄贈に頼ることにさ
せていただきました。賞品集めには、ガバナー補佐に奔
走していただきました。また、商品を寄贈いただいた
会員の皆様にも、改めてお礼を申し上げます。お陰様で、
参加者の方々からは「マラソン大会で、こんな賞品は初
めてです」というお言葉を沢山いただきました。われ
われとしては、お褒めの言葉として受け取らせていた
だきました。ロータリアンのご協力で、いろいろな賞品・
参加賞が集まり大好評のうちに終わりました。

2018 年も 2月 10 日（土）に行います。大勢の方が参
加されることを期待しております。皆様のご協力をお
願いします。

ニコニコリポート 波木井 輝昭 副会場監督
横浜南 RC 岸 厚子 会長

川野パストガバナー、先日は卓話ありがとうござ
いました。大部様、戸川様、宮崎様、洪様、いつ
も応援ありがとうございます。

大塚 正一 会長、帯谷 昌充 幹事
横浜南 RC 会長 岸 厚子 様、ようこそお越しくださ
いました。例会をお楽しみください。

世良 俊昭 君
今日は暑くてバッジを忘れてしまいました。

入来 武久 クラブ奉仕委員長
本日はクラブ奉仕委員会主催のクラブフォーラムで
すがポーランド出張のため、委員長不在のフォーラ
ムとなり申し訳ございません。大塚会長、色摩会員、
よろしくお願いいたします。

武田 信平 君
先週が休会でしたので、この間に行われたフロンター
レの結果を報告します。13 日、第 22 節の鹿島アン
トラーズ戦は、常に主導権を取りながら戦い 3 対 1
で快勝しました。先週 19 日の第 23 節、コンサドー
レ札幌戦は 2 対 1 で勝利。しかし後半終了間際にミ
スから失点し、後味の悪いものが残りました。これ
で 3 連勝、順位も 1 つ上げて 3 位となりました。尚、
今夜 7 時より ACL 準々決勝、浦和レッズとの第 1 戦
が等々力で行われます。

戸川 俊雄 君、洪 征治 君、横山 芳春 君
横浜南の岸会長、ようこそいらっしゃいました。楽しん
でください。クラブ奉仕のフォーラム、よろしくお願い
します。

松波 登 君、谷口 一成 君
今日の ACL 準々決勝、浦和戦、川崎フロンターレ
の完封勝ち、期待しています。

親睦委員会：谷口 一成 君、平野 和枝 君
クラブ奉仕委員会の皆さま、本日のクラブフォー
ラムよろしくお願いします。


