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第2799例会	 平成 30 年 3 月 28 日（水）

移動例会場：富士通（株）川崎工場本館 20 階ラウンジ

点　鐘 大塚 正一 会長

スマイル体操 相良 久征 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 平野 和枝 親睦委員
グローバル奨学金候補生　呉田 幸子 様

出席報告 宮崎 秀樹 出席委員長
会員数 58 名 出席 33 名 欠席 25 名

（対象外 7 名） 出席率 64.71%
前々回訂正 欠席 20 名 MAKE UP 8 名

（対象外 4 名） 訂正出席率 83.64%
欠席者

朝山君 クルーズ君 濱田君 花田君 上山君 
北村君 小林（政）君 松波君 妻鹿君 峯岸君 
三平君 三浦君 溝淵君 茂木君 野 口（哲 ）君
小澤君 佐久間君 関君 重田君 色摩君 
横山君 松山君 野口（隆）君 波木井君 甲田君

お客様ご挨拶
グローバル奨学金候補生　呉田 幸子 様

この度、川崎北 RC 様から、
グローバル奨学金候補生と
して選んでいただき、誠に
ありがとうございます。こ
のような素晴らしい機会を
与えていただきとても光栄
に思っております。また、
皆様の期待に応えられるよ
う、勉強はもちろん、現地
のロータリークラブとの友
好関係の構築など頑張って
きますので、今後ともよろ
しくお願いいたします。

会長報告 大塚 正一 会長
川崎市コンベンションホール開館記念式典のご案内
　日時：4 月 16 日（月）10：00 ～ 12：15
　会場：川崎市コンベンションホール

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
1. 地区からの来信

①米山奨学生・カウンセラーのための
　オリエンテーション及び懇親会のご案内
　日時：4 月 21 日（土）　15：00 ～ 19：30　
　会場：上大岡ウィリング横浜
　※小林美和カウンセラーご出席お願いいたします。
②ロータリーレート変更のお知らせ
　4 月より１ドル＝ 104 円に変更
　（3 月は１ドル＝ 108 円）

2. 川崎幸 RC より、第 1 第 2 第 3 グループ合同 IM 無
事終了の礼状が届きました。なお、ロータリー財団
と米山記念奨学会への寄付 10 万円につきましては、
参加 19RC で割振り、各クラブ名にてお振込みいた
だいた旨、ご連絡が届いております。
1RC あたり、R 財団　5,263 円、米山 5,260 円

3. 横浜東 RAC より、例会のご案内
日時：4 月 7 日（土）10：00 ～ 16：00
　「盲導犬募金勉強会＆盲導犬募金活動」
場所：鶴見公会堂会議室　　
募金活動：鶴見駅西口ショッピングモール

4. 他クラブ例会臨時変更
●川崎麻生 RC 　　
　4 月 13 日（金）社会奉仕活動 
　麻生川沿道清掃後 例会「とん鈴」点鐘 17：30
　4 月 27 日（金）休会
●川崎中 RC
　4 月 3 日（火）お花見夜間例会　
　会場：西明寺　点鐘 17：30
●新川崎 RC
　4 月 4 日（水）親睦お花見例会　
　会場：武蔵小杉「ミュー」　点鐘 18：00
●川崎とどろき RC
　4 月 9 日（月）休会
　4 月 30 日（月） 休会



●川崎高津南 RC
　4 月 9 日（月）⇒ 7 日（土）献血運動
  4 月 16 日（月）⇒ 20 日（金）4RC 合同例会
●川崎南 RC
　4 月 17 日（火） 移動例会　
　会場：煌蘭　点鐘 12：30
●川崎高津 RC
　4 月 19 日（木）⇒ 20 日（金）　
　4 クラブ合同セミナー 

委員会報告
増強委員会 戸川 俊雄 委員長

インフォームドミーティングの際は、ご参加いただき
ありがとうございました。次回インフォームドミー
ティングも、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

松下 幸夫 会員
3 月 20 日（ 火 ） に、
仕事で鹿児島に行って
きました。その際、お
客さんの方がロータリ
アンだったので、彼の
ク ラ ブ、 鹿 児 島 東 南
RC に行き、バナーの
交換をしてきたのでご
報告いたします。

インフォームドミーティングの報告   
A グループ　山川 哲史 会員」

全体的に、新しく入会
される方たちが、出席
をしたくなるようなク
ラブ作りをしていこう、
ということも話し合い
ました。また、同好会
を活発にする、夜間例
会の回数を増やすなど
して、会員同士のコミュ
ニケーションの場を増
やしてくこともよいの
ではないでしょうか。

B グループ　松下 幸夫 会員」

ご子息の方を中心に、
入会を勧めてもよいの
ではないかという話に
なりました。また、も
う少し予算をしっかり
管理して、来期はクラ
ブ会計がプラスマイナ
ス・ゼロになるように
目指して頑張ってみる
のもよいのではないの
でしょうか、という話
もでました。

C グループ　洪 征治 会員」

吉岡会員から、昔の当クラ
ブについて、今のクラブの
運営についてなどご意見を
いただきつつ、クラブの活
性化、委員会活動の充実、
クラブ運営の健全化につい
て主に話し合いました。ま
た、会員増強、入会候補者
についても話し合いました。

D グループ　小林 美和 会員」

5 名ほどあがっている入会
候補者については、例会に
ゲストとしてお呼びして、
少しずつみんなで声をかけ
て、進めていくという話を
しました。利害関係を持ち
込まずにお付き合いできる
クラブであることを打ち出
しながらアピールしていく
のもよいのではないかとい
う話になりました。

E グループ　柾木 永一郎 会員」

会員増強について、元メン
バーで退会された方なども
含め、法人会や工業協会の
方たちに声をかけてみては、
という話しも出ました。基
本的には、各会員が積極的
に知っている方に声をかけ
て増強していくのが理想で
あるという話も出ました。

ニコニコリポート 柾木 永一郎  副会場監督
武田 信平 君

今日は、ロータリー財団・グローバル補助金奨学生の呉田
幸子さんをお招きしました。今回、武田が呉田さんのカウ
ンセラーを務めることになりました。呉田さんは、9 月か
ら 2 年間、ロンドンに留学することになりますが、その前
に 4 月から 7 月までマドリードに私費留学することになり
ました。そういうことで、出発前に例会にてご挨拶をして
いただくことになりました。

フロンターレは、先週 18 日に J リーグ第 4 節名古屋グラ
ンパス戦をアウェー名古屋で戦い、1 対 0 で勝利、通算 3
勝 1 分としました。日本代表の欧州遠征のためリーグ戦は
中断しており、フロンターレからは、小林悠、車屋紳太郎、
大島僚太が代表に選ばれています。第 1 戦のマリ戦は 1 対
1 の引分け、第 2 戦のウクライナ戦は 1 対 2 で敗れました。
第 1 戦で大島が怪我をしたのでリーグ戦への影響が心配です。


