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第2787例会	 平成 29 年 12 月 6 日（水）

点　鐘 大塚 正一 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
小林 美和 ソングリーダー

「君が代」、「奉仕の理想」
お客様紹介 谷口 一成 親睦委員長

米山奨学生　凌 飛 君

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 4 名） 出席率 75.93%
前々回訂正 欠席 21 名 MAKE UP 7 名

（対象外 5 名） 訂正出席率 83.02%
欠席者

クルーズ君 濱田君 小林（政）君 上山君 三浦君 
貝田君 溝淵君 松下君 妻鹿君 茂木君 
三平君 花田君 柾木君 重田君 関君　 
藁科君 横山君

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。

お祝い 峯岸 雅宏 親睦委員
おめでとうございます！

 ●会員誕生日
渡邊 敏久 会員　三平 憲志 会員　小林 美和 会員　
 ●ご夫人誕生日
吉岡 トラ代 様　渡辺 朱子 様　柳澤 和子 様　
帯谷 さおり 様　関 恵美 様　　野口 優子 様
柾木 ルミ子 様　石坂 加奈 様
 ●結婚記念日
吉岡 憲士 会員　三浦 善四郎 会員　小泉 昌彦 会員　
関 孝篤 会員　
 ●入会記念日
三浦 善四郎 会員　三平 憲志 会員　
 ●年間出席率 100％以上
市川 清 会員　石井 弘 会員　米山 元章 会員　
帯谷 昌充 会員　山川 哲史 会員　

会長報告 大塚 正一 会長
1.	 祝事
•	武田信平名誉会員が、第 50 回内閣総理大臣杯日本プロス
ポーツ大賞	功労賞を受賞されました。

　川崎フロンターレの優勝とあわせて、うれしいお知らせが
　重なりました。
　武田さん・藁科さん　おめでとうございます！
•	藁科会員より川崎フロンターレ優勝祝勝会のご案内
　　日時：12月 10日（日）　19：00～ 20：30　
　　受付：18：00～
　　会場：セルリアンタワー東急ホテル地下 2階ボールルーム
　　※申込締切：12月 6日（水）18時まで
2.	 中原地区消防出初式・賀詞交歓会のご案内
　	　日時：1月 7日（日）10：00～ 11：30　
　　	会場：等々力緑地催し物広場　
　　　　　12：00～　会館「とどろき」

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
1.	 地区からの来信

2018 年ロータリー国際大会（2018 年 6 月 24 日～ 27
日カナダのトロントにて開催）の第 2590 地区オリジナ
ルツアー（大会参加旅行プラン）および地区ナイト ( ガ
バナー主催晩さん会 ) のご案内が届いております。
※参加ご希望の方は、事務局まで

2.	 他クラブ例会臨時変更
●神奈川 RC
12 月 18 日⇒ 20日（水）クリスマス家族会　
会場：ヨコハマグランド	インターコンチネンタルホテル
点鐘　18：00
1 月 1日（月）・8日（月）休会
1月 22日（月）　　　	　
神奈川東 RCと合同賀詞交歓例会　点鐘 18：30

●川崎南 RC
12 月 19 日（火）年忘れ家族会	　　　　　　　　　　

　	点鐘　18：30
12 月 26 日（火）・1月 2日（火）休会
1月 9日⇒ 10日（水）新春 4RC 合同例会　
会場：川崎日航ホテル　点鐘 18：30

●川崎中央 RC
12 月 18 日⇒ 17日（日）クリスマス家族会　
会場：川崎日航ホテル　点鐘 13：00
12 月 25 日（月）・1月 1日（月）・8日（月）休会
1月 10日（水）新春 4RC 合同例会　
会場：川崎日航ホテル　点鐘 12：30

●川崎高津南 RC
1 月 1日（月）・8日（月）休会
1月 22日（月）移動例会ボーリング大会



委員会報告   
親睦委員会 谷口 一成 委員長
年忘れ家族会のご案内
　日時：12月 20日（水）　点鐘18：00
　会場：インターコンチネンタルホテル3Fグランドボールルーム
6クラブ合同賀詞交歓会のご案内
　日時：2月 6日（火）　※申込み12月 22日まで
　会場：精養軒
　会費：5,000円

年次総会   
次期理事・役員候補者
会長 佐久間 馨 君

今日は、川崎フロンターレ優勝というおめ
でたいニュースと共に年次総会となりまし
た。会場は変わりますが、できるだけ皆様
が楽しくクラブライフを楽しめるように幹
事の相良さんと一緒に頑張っていきたいと
思います。来年度、ご協力のほど、よろし
くお願いいたします。

理事 戸川 俊雄 君
やっと理事になれました。インターアクト、
ローターアクト、青少年交換、RYLA といろ
いろまた忙しくなりますが、是非、年齢問
わず、皆様にもご理解いただき、外にも出
かけていっていただきたいと思います。是
非、ご協力のほど、よろしくお願いいたし
ます。

理事 石坂 想 君
まだ、日が浅いのですが、これからなにを
やるのか決まるということなので、拝命し
た役割について頑張っていきたいと思って
おります。まだまだ、わからないことが多
くて皆様にご迷惑をおかけすると思います
が、頑張っていきますので、どうぞよろし
くお願いいたします。

理事 妻鹿 琢生 君
改めまして、妻鹿琢生と申します。次期理
事に選んでいただきありがとうございます。
まだ右も左もわからないままここまできて
しまった状態ですが、これを機にしっかり
と勉強していきたいなと思っております。
よろしくお願いいたします。

理事 大塚 正一 君（無任所）
今年度は会長をやらせていただいたので、
来期は理事（無任所）として仕事をさせて
いただきます。昨年度は、幹事をやらせて
いただいたので、来年度は、研修委員長と
して、頑張っ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。

幹事 相良 久征 君
佐久間年度に向けて佐久間会長らしさを出
せるスポーティーな感じで一年を進めて
いけるようサポートに専念していきたいと
思っております。これから佐久間会員と来
年度についていろいろお願いすることがあ
ると思いますが、よろしくお願いいたします。

会計 石原 安 君
銀行に勤めておりますので、いろいろな会
合で会計に指名されることが多いのですが、
決して特別計算が得意なわけではありませ
ん。来年度、頑張りますのでよろしくお願
いいたします。

2019 ～ 20 年度会長 朝山 浩 君
再来年度は、川崎北クラブ創立 60周年の節
目の年度ですが、佐久間会長の下でいろい
ろと勉強をしながら再来年度の準備をして
いきたいと思います。皆様のご協力なしに
は、成功できないと思います。どうぞよろ
しくお願いいたします。

ニコニコリポート 波木井 輝昭 副会場監督
川崎中原 RC 小林 正樹 様

川崎フロンターレ優勝おめでとうございます。
大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事

武田会員、藁科会員、川崎フロンターレ初優勝おめでとうござ
います。また、武田会員、内閣総理大臣杯プロスポーツ賞功労
賞の受賞、誠におめでとうございます。

石井 弘 君
藁科さん、武田さん、川崎フロンターレ悲願達成おめでとうございます。

川野 正久 君、小澤 秀昭 君、松波 登 君、佐久間 馨 君、
松山 直樹 君

川崎フロンターレ優勝おめでとうございます。
米山 元章 君

武田さん、藁科さん、おめでとうございます。隠れフロンター
レファンとしては、悲願の J リーグ優勝したこと、隠れベイス
ターズファンとしてはクライマックスシリーズを勝ち抜き日本
シリーズに進出したこと、好きなゴルファーの 1 人、宮里優
作が賞金王になったことで、今年はよい年だったなと思います。
もう 1 つ、12 月 4 日に 4 番目の孫が生まれました。また女の
子です。母子共に健康で安心しました。欲を言えば、1 人くら
い男の子の孫が欲しいなと思います。

世良 俊昭 君、金子 房一 君、北村 善市 君
川崎フロンターレ、優勝おめでとうございます。

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、柳澤 信夫 君、武田 信平 君

今日はこれっきゃないでしょう、川崎フロンターレ、おめでとう。
武田 信平 君 

皆様ご存知のとおり、川崎フロンターレは 2017 シーズン J リー
グにて優勝を勝ち取りました。一時は 1 位鹿島との勝点差が 8 点
まで広がりました。追い上げを図ったものの、最終節もフロンター
レが勝って、鹿島が引分け以下でないと優勝できないという条件
でした。結果は大逆転優勝。万年 2 位と言われ続けてきた汚名を
晴らすことができました。最後まで諦めずに、粘り強く戦い抜い
てきた選手と監督を称えたいと思います。そして皆様の熱い声援
に感謝します。バンザーイ！

朝山 浩 君
入来さん、息子が大変お世話になりました。

親睦委員会：谷口 一成 君、朝山 浩 君、相良 久征 君、
小林 美和 君、石原 安 君、平野 和枝 君

川崎フロンターレ奇跡の逆転優勝おめでとうございます。武田
会員、内閣総理大臣杯プロスポーツ大賞功労賞の受賞おめでと
うございます。


