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点　鐘 大塚 正一 会長

スマイル体操 丹羽 千種 様

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 色摩 和恵 親睦副委員長
第 2 グループ ガバナー補佐（川崎中 RC）
　内藤 幸彦 様
Japan Dance School 校長（クラシックバレエ）
　丹羽 千種 様
川崎 RC　沼 りえ 様

出席報告 洪 征治 出席委員
会員数 57 名 出席 40 名 欠席 17 名

（対象外 1 名） 出席率 71.43%
前々回訂正 欠席 20 名 MAKE UP 6 名

（対象外 6 名） 訂正出席率 83.02%
欠席者

波木井君 川野君 小林（政）君 上山君 小林（美）君 
三浦君 溝淵君 松山君 峯岸君 茂木君 
三平君 柾木君 岡本君 重田君 関君 
谷口君 藁科君

お祝い 妻鹿 琢生 親睦委員
4 月祝辞：おめでとうございます！

 ●会員誕生日
石井 弘 会員　金子 房一 会員　花田 薫 会員　
溝淵 哲史 会員　小林 政男 会員　朝山 浩 会員
石坂 想 会員
 ●ご夫人誕生日
甲田 明子 様　宮崎 京子 様　山川 真由美 様　
峯岸 亜矢 様　上山 実帆 様
 ●結婚記念日
岡本 徳彌 会員　渡邊 敏久 会員　金子 房一 会員　
宮崎 秀樹 会員　小林 政男 会員　帯谷 昌充 会員
上山 剛志 会員

 ●入会記念日
若林  潤 会員　小澤 秀昭 会員　重田 洋一 会員
横山 芳春 会員　峯岸 雅宏 会員　野口 隆一 会員
 ●年間出席率 100％以上
入来 武久 会員

会長報告 大塚 正一 会長
1. 地区社会奉仕プロジェクト 東日本大震災復興支援 

植樹 in 岩沼「ともに植えよう」プロジェクト 植樹
祭について
　日時：4 月 21 日（土）
　　　   11 時 50 分　仙台駅東口バス乗り場　集合
　場所：宮城県岩沼市押分須加原 
　　　　千年希望の丘防災盛土エリア
　参加対象：地区内ロータリアン 及び 
　　　　　   ご家族 ･ ご関係者

2. RI 国際大会の信任状証明書の提出依頼が届きました。
会長 ･ 幹事の署名を付して提出いたします。

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
1. 米山奨学生・カウンセラーの為のオリエンテーショ

ン及び懇親会のご案内が届いております。
　日時：4 月 21 日（土）15：00 ～ 19：30
　場所：上大岡ウィリング横浜

2. 他クラブ例会臨時変更
●川崎西北 RC
　4 月 26 日（木）45 周年記念例会　柏屋
　点鐘 16：30
　5 月 3 日（木）休会
●川崎中央 RC
　4 月 30 日（月）休会
●川崎百合丘 RC
　5 月 22 日（火）⇒ 25 日（金）
　台湾歓迎会
　5 月 29 日（火）⇒ 26 日（土）
　創立 40 周年記念例会
　6 月 26 日（火）、27 日（水）
　一泊移動例会　会長幹事ご苦労様会

3. 川崎幸 RC より IM の記録 DVD をいただきました。



委員会報告
社会奉仕委員会、齊木 貴 委員長
」「東日本大震災復興支援植樹 in 岩沼」のための寄付が総
額￥100,000 集まりました。この企画は 2590 地区が主
催しております。ありがとうございます。川崎北 RC か
らも是非、ご参加いただきたいと思います。よろしくお
願いいたします。
60 周年実行委員会、入来 武久 委員長
」先月から積立金をお願いしております。￥15,000 です
ので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
佐久間 馨 次年度会長
」3 月に会長エレクトの研修、今月は地区研修協議会に参
加しました。特に先進国では、クラブ数、会員数が減少、
日本でも、クラブ数が減ってきています。変革が求めら
れている状況です。そこで次年度の「インスピレーショ
ンになろう」のもとに、色々な意味での改革をしていこ
うと思っておりますので、ご協力お願いいたします。

通算 2800 回記念例会 乾杯 吉岡 憲士 会員

通算 2800 回記念例会   

ニコニコリポート 朝山 浩  副会場監督
第 2 グループガバナー補佐  内藤 幸彦 様（川崎中 RC）

新会場での新しい一歩を祝して参りました。よろしくお願
い申し上げます。また、4 月 21 日（土）、岩沼市での千年
希望の丘の植樹プロジェクト、お 1 人でも多くのご参加、
ご協力をお願い申し上げます。本日はおめでとうございます。

川崎 RC  沼 りえ 様
川崎 RC からやって参りました。素晴らしい眺めの新会場
楽しみです。

大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事
本日より新しい会場での例会です。心機一転、川崎北
RC を盛り上げていきましょう。本日のゲスト、内藤ガ
バナー補佐、丹羽千種様、沼りえ様、ようこそお越しく
ださいました。例会を楽しんでいってください。

市川 清 君
新しい例会場での記念例会を祝して。

川野 正久 君
第 2800 回例会と新会場を祝して。

野口 哲志 君
新会場、出席に努めます。

貝田 洋 君、米山 元章 君
景色は最高だし、今後の例会が楽しみな場所ですね。
休まないで来たくなりました。

松波 登 君、大塚 正一 君
母校、東海大相模がベスト 4 まで進みました。昨日は残
念な負け方をしましたが、また夏に期待します。

戸川 俊雄 君、生垣 繁 君、宮崎 秀樹 君、大部 哲也 君、花田 薫 君、
北村 善市 君、洪 征治 君、柳澤 信夫 君

丹羽千種さん、素晴らしいストレッチでした。ありがとう
ございました。毎回してもらえたら大変うれしいです。
新しい会場、気分も新たに大いに楽しみましょう。

戸川 俊雄 君、若林 潤 君
相良様、4 月 1 日の地区研修協議会の参加、指導、ありが
とうございました。

世良 俊昭 君
新しい会場で楽しく出発しましょう。

松下 幸夫 君、親睦委員会：色摩 和恵 君、朝山 浩 君、
平野 和枝 君、石坂 想 君

本日から新例会場です。よろしくお願いいたします。


