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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 峯岸 雅宏 親睦委員

米山奨学生　凌 飛 君

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

（対象外 6 名） 出席率 78.85%
前々回訂正 欠席 23 名 MAKE UP 3 名

（対象外 9 名） 訂正出席率 76.00%
欠席者

朝山君 星野君 花田君 濱田君 石坂君 
川野君 小林（政）君 貝田君 上山君 三浦君 
溝渕君 茂木君 三平君 大部君 世良君 
重田君 相良君　 

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。

鏡開き 2018 年 年男年女（戌年）

市川 清 会員　　クルーズ 由美子 会員　横山 芳春 会員　
野口 隆一 会員　色摩 和恵 会員

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
市川 清 会員　　大部 哲也 会員　　　　洪 征治 会員
大塚 正一 会員　クルーズ 由美子 会員　

 ●ご夫人誕生日
石井 静子 様　　三浦 智子 様　　野口 テル 様　
貝田 千恵子 様　溝淵 由美子 様　米山 麻千子 様
入来 和美 様　　茂木 さゆり 様



 ●結婚記念日
波木井 輝昭 会員　野口 隆一 会員
 ●入会記念日
金子 房一 会員　野口 哲志 会員　洪 征治 会員
松波 登 会員　　上山 剛志 会員

新年乾杯の挨拶 小澤 秀昭 会員

会長報告 大塚 正一 会長
1. 第 1･ 第 2･ 第 3 グループ合同ＩＭのご案内

日時：2018 年 2 月 27 日（火）13：30 ～ 16：30
懇親会 17：00 ～ 18：30
会場：エポックなかはら３階　大ホール
※プログラム案をポスティングしました。出欠の確認を
開始しましたのでよろしくお願いします。

2. 川崎百合丘 RC より、インターアクト年次大会無事終了の
礼状が届きました。

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
1. 地区からの来信

① 2018 ロータリーみなとみらいチャリティーマラソン
　に関するご連絡
　2018 年 2 月 10 日（土）8：00　
　大会本部：（みなとみらい臨港パーク）集合
　手伝い内容：コース案内、給水、賞品配布など
②ロータリーレート変更のお知らせ
　2018 年 1 月より、1 ドル＝ 114 円に変更
　（12 月は１ドル＝ 112 円）

2. 他クラブ例会臨時変更
●川崎とどろき RC
　1 月 15 日（月）休会
　1 月 29 日（月）職場訪問例会　横浜地方裁判所
　2 月 5 日⇒ 6 日（火）6RC 合同例会　ホテル精養軒
　2 月 12 日（月）休会
　2 月 25 日（日）～ 26 日（月）一泊移動例会　熱海
　2 月 27 日（火）ＩＭエポックなかはら
●川崎中 RC
　1 月 30 日（火）休会
　2 月 6 日（火）6RC 合同例会　ホテル精養軒
　2 月 27 日（火）
●川崎幸 RC
　2 月 9 日（金）新川崎 RC と合同例会
　川崎日航ホテル　点鐘 18：00
　2 月 23 日⇒ 27 日（火）移動例会　
　IM　エポックなかはら

委員会報告   

職業奉仕委員会　藁科 義弘 委員長
職場訪問のご案内
日時：1 月 17 日（水）
職場訪問 14：30 ～ 16：30、懇親会 17：00 ～
会場：富士通株式会社新川崎テクノロジースクエア

ニコニコリポート 柾木 英一郎 副会場監督
大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事

皆様、あけましておめでとうございます。今年もよろし
くお願い申し上げます。

市川 清 君
新年あけましておめでとうございます。賀状をいただきあり
がとうございました。

石井 弘 君
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

吉岡 憲士 君
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

小泉 昌彦 君
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願
いいたします。賀状ありがとうございました。

金子 房一 君
新年あけましておめでとうございます。良い年でありますように。

若林 潤 君、野口 哲志 君、北村 善市 君
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い
いたします。

戸川 俊雄 君、洪 征治 君
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお
願いいたします。賀状ありがとうございました。渡邊先生
ありがとうございました。

小澤 秀昭 君、米山 元章 君
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い
いたします。

松波 登 君、松下 幸夫 君
あけましておめでとうございます。たくさんの年賀状ありが
とうございました。今年もよろしくお願いいたします。

ビール同好会：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

おめでとうございます。会員の皆様にとって幸せ多い年
であることを願います。また、フロンターレ 2 連覇を待っ
ています。応援しましょう。

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

新年あけましておめでとうございます。出席率 100％を目指
し、今年も例会出席、よろしくお願いいたします。

横山 芳春 君、親睦委員会：谷口 一成 君、色摩 和恵 君、
峯岸 雅宏 君、小林 美和 君、妻鹿 琢生 君、平野 和枝 君、石原 安 君

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願
いいたします。昨年、12 月 20 日の年忘れ家族会の際は、
ありがとうございます。席次等で至らない点があったこ
とお詫びいたします。残り半年よろしくお願いいたします。


