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第2797例会	 平成 30 年 3 月 7 日（水）

点　鐘 入来 武久 副会長

スマイル体操 色摩 和恵 親睦副委員長

司会と斉唱 山川 哲史 会場監督
石原 安 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
会員数 58 名 出席 38 名 欠席 20 名

（対象外 4 名） 出席率 70.37%
前々回訂正 欠席 23 名 MAKE UP 4 名

（対象外 7 名） 訂正出席率 76.47%
欠席者

石井君 生垣君 石坂君 花田君 濱田君 
平野君 小林（政）君 上山君 三浦君 溝淵君 
松山君 松下君 茂木君 三平君 柾木君 
野口（隆）君 大塚君 重田君 関君 柳澤君

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。

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
甲田 博康 会員　茂木 常夫 会員　濱田 敦大 会員　
 ●ご夫人誕生日
岡本 寛子 様　北村 妙子 様　金子 京子 様　
齊木 恵子 様　藁科 妙子 様　平野 忠博 様
 ●結婚記念日
石井 弘 会員　星野 博 会員　花田 薫 会員　
大塚 正一 会員　朝山 浩 会員
 ●入会記念日
世良 俊昭 会員　入来 武久 会員　
 ●年間出席率 100％以上
宮崎 秀樹 会員

会長報告 入来 武久 副会長
1. 2018 年 2 月台湾東部地震 被災地支援募金へのご協

力ありがとうございました。募金額 33,500 円を地
区宛に送金いたしました。

2. 2018 ～ 19 年度地区委員の委嘱状が届きましたの
でお渡しいたします。
拡大・増強副委員長：戸川 俊雄 会員

（1/31 付委員⇒副委員長）
社会奉仕副委員長：朝山 浩 会員

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
1. 他クラブ例会臨時変更

●川崎大師 RC
　3 月 28 日（水）
　お花見移動例会「惠の本」点鐘 18：00
●新川崎 RC
　4 月 4 日（水）
親睦お花見例会 武蔵小杉「ミュー」点鐘 18：00

2. 3 月 28 日（水）は、富士通（株） 川崎工場 本館 20
階ラウンジへの移動例会です。食事の手配の関係上、
出欠の確認をとりますのでよろしくお願いします。

委員会報告
米山奨学金増進委員会、米山 元章 会員
」米山奨学生カウンセラー、相良会員に感謝状の贈呈が行
われました。



卓話   
岡本 徳彌 会員
創立記念卓話「クラブの歴史を振り返る」

」私が一番在籍年数が
長いことになります
が、私は創立会員で
はありません。創立
して 5 年後に入会し
ました。5 年も経っ
ていたので、クラブ
もだいぶまとまって
きていました。最初
は会場がなく、色々
と変えながら例会を

行っていたようですが、私が入会した当時は、横浜銀行
の建物の 2 階の会議室を借りて、そこにお弁当を頼んで、
例会をしていました。皆様、明治、大正生まれの方ば
かりで、私が入った当時は「誰が昭和の者を入れたんだ」
などと皆様おっしゃっていたそうです。足立さんとい
う方に紹介されての入会でしたが、「昭和生まれ」とい
うことで、結局入会できるまでに時間が少々かかりま
した。私が唯一の昭和生まれだったもので随分、「昭和
の奴」といわれましたが、もちろん皆様、悪意がある
わけではないので嫌な気持ちは一切しませんでした。

ロータリーは様々な職業の方の集まりで、色々と勉強
になりました。比較的、我がクラブは派閥のないクラ
ブで楽しく活動できていると思います。海外へ行って
メークアップしたりもしましたが、そういった意味で我
がクラブは国際的な水準だなと思います。例会に集まっ
て、互いに「こんにちは」と挨拶し、一緒に食事をし
て気持ちよく 1 時間過ごせる、非常に有意義なクラブ
だと思います。

昔は、神奈川県、山梨県、静岡県で 1 地区でしたので、
地区大会では、清水に 1 泊したり、甲府に行ったりし
たことを記憶しています。そうすると、夜になると先輩
方とお酒を飲んで、色々と人生のお話を聞かせてもら

い、とても勉強になりましたし、また行った先々の地域
の方たちとも親しくなれました。今は地区が分かれて
しまっているので、昔ほどは交流がありません。しかし、
なるべく他のクラブに出向いていって、色々な方と出
会うと勉強になるので、お勧めしたいと思います。

せっかく時間を使い、会費を払って集まっているので、
皆様も是非、色々な方と出会い、付き合いを深め、こ
れからも楽しく良い雰囲気の中で、このクラブを発展
させようではありませんか。

歴代の社会奉仕活動
1964 年、横浜盲学校の生徒たちを例会に招待
1965 年、川崎市内優良高校生を表彰
1970 年、中原警察署にワイヤレス拡声器を寄贈
1970 年、小杉駅前歩道橋に標語を寄贈
　　　　  （交通ルールをまもりましょう）
1972 年、交通遺児をプロ野球観戦に招待
1973 年、1974 年、1975 年、
　　　　　市の心身障害センターの生徒、職員を招待　　　
　　　　　してボーリング大会（川崎西 RC、川崎中原　　　
　　　　　RC と合同）
1975 年、  市の福祉センター内盲人図書館に
　　　　   点字辞書（全 93 巻）を贈呈
1978 年、交通遺児 100 名をプロ野球観戦に招待
1981 年、市の身体障害者体育館にエアーマットを贈呈
1988 年、緑の牧場（長野県）に万能工作機を贈呈
1994 年、川崎市に環境保護のためのクズ籠を寄贈
2007 年、中原警察署に AED を寄贈

ニコニコリポート 朝山 浩  副会場監督
入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事

岡本会員、戸川会員、創立記念卓話よろしくお願いいた
します。北クラブの歴史を皆様で振り返りましょう。

岡本 徳彌 君
本日、つたない卓話（創立当時の「聞いた話」を含めて）
させていただきます。

星野 博 君
心残りがあります。

川野 正久 君
岡本さんの卓話、楽しみにしております。

戸川 俊雄 君、宮崎 秀樹 君、洪 征治 君
創立記念卓話例会、岡本会員、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、波木井 輝昭 君
岡本会員、戸川会員、創立記念卓話、楽しみにしており
ます。

親睦委員会：谷口 一成 君、朝山 浩 君、石原 安 君
岡本会員、戸川会員、本日の創立記念卓話よろしくお願
いいたします。川崎北クラブの歴史を聞かせていただく
こと、楽しみにしております。


