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第2803例会	 平成 30 年 5 月 9 日（水）

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
小林 美和 ソングリーダー

「我等の生業」

出席報告 入来 武久 出席委員
会員数 57 名 出席 38 名 欠席 19 名

（対象外 7 名） 出席率 76.00%
前々回訂正 欠席 21 名 MAKE UP 6 名

（対象外 5 名） 訂正出席率 80.77%
欠席者

朝山君 花田君 波木井君 溝淵君 松山君 
茂木君 三平君 小林（政）君 貝田君 上山君 
三浦君 宮崎君 重田君 関君 色摩君 
野口（哲）君 野口（隆）君 大部君 小澤君

お祝い 峯岸 雅宏 親睦委員
5 月祝事：おめでとうございます！

 ● 会員誕生日
宮崎 秀樹 会員　松山 直樹 会員　重田 洋一 会員　
横山 芳春 会員
 ● ご夫人誕生日
星野 和子 様　松山 雅代 様
 ● 結婚記念日
北村 善市 会員　貝田 洋 会員　松山 直樹 会員　
柾木 永一郎 会員　平野 和枝 会員　茂木 常夫 会員
妻鹿 琢生 会員
 ● 入会記念日
溝淵 哲史 会員　柾木 永一郎 会員　平野 和枝 会員
石原 安 会員
 ● 年間出席率 100％以上
横山 芳春 会員　峯岸 雅宏 会員

会長報告 大塚 正一 会長
1. 川崎市より、平成 30 年度川崎市文化賞等候補者の推薦依

頼がきております。
2. 中原消防団より、第 47 回消防大会のご案内

日時：6 月 3 日（日）10：00 ～
会場：等々力緑地公園催し物広場、会館とどろきにて懇親会
なお 3 月 31 日付にて中原消防団長小島光儀氏が退任、4 月
1 日付にて布施行雄氏が就任とのことです。

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
1. 地区からの来信

①次年度に向けての資料の提出依頼がきております。
・RI ホームページのロータリークラブセントラル
　よりクラブの目標を設定、入力画面を印刷して提出
　6 月 29 日必着
・クラブ活動計画書 ２冊：6 月 29 日必着
　※別途ガバナー補佐へも郵送
・クラブ週報 7 月～最新版各 1 部：公式訪問の 2 週間前
・例会場付近の案内図 1 部：公式訪問の 2 週間前
　※佐久間会長エレクト ･ 相良次年度幹事、よろしくお
　　願いします。
② 2018 ～ 19 年度 R 財団奨学生第 2 回オリエンテーション
　および壮行会のご案内
　日時：6 月 16 日（土）10：30 ～ 15：00
　会場：桜木町 ぴおシティ 8 階　
　壮行会：17：00 ～ 19：00
　会場：横浜中華街　萬珍樓點心舗
　※呉田幸子さんが出席予定です
③クラブ事務局連絡会開催のご案内
　日時：6 月 4 日（月）16：00 ～ 17：30
　会場：メモワールプラザソシア 21

2. ふるさと川崎まちづくり運動 平成 30 年度総会・講演会
のご案内
　日時：6 月 23 日（土）
　　　　総会 9：20 ～ 10：30
　　　　講演会 10：32 ～ 11：55
　会場：川崎市産業振興会館 1 階ホール
　講演：「遺伝子スイッチ・オンの奇跡」工藤房美 氏

3. 他クラブ例会臨時変更
●川崎とどろき RC
　5 月 20 日（日）、21 日（月）一泊移動例会　　　
　会場：熱海大観荘　点鐘 18：00
 5 月 28 日（月）移動例会
　会場：曹洞宗大本山 總持寺　11：00 ～
●川崎中 RC
　5 月 20 日（日）、21 日（月）一泊移動例会　　　
　会場：奥湯河原 加満田
 5 月 29 日（火）休会
●川崎麻生 RC
　5 月 20 日（日）、21 日（月）
　会長・幹事ご苦労様会　箱根湯本「南風荘」



委員会報告
親睦委員会、谷口 一成 委員長
」夜間例会のお知らせ
日時：5 月 30 日（水）　点鐘 18：00
会場：二子玉川エクセルホテル東急
会費：会員 7,000 円、ゲスト 10,000 円
クラーク横浜青葉キャンパス・インターアクトより海外研修の報告

入会卓話
石原 安 会員

昭和 38 年、川崎で生まれま
した。昭和 38 年といいます
と、当時のアメリカ大統領
ジョン・F・ケネディが暗殺
された年です。日本では、力
道山の刺殺事件、鉄腕アトム
の放映開始、舟木一夫さんの

「高校三年生」がヒットした
ころです。

当時、巨人軍だった王選手や長島選手の子息が在籍す
る幼稚園にたまたま通っていたのですが、バザーの時
期になるとサインボールなどが賞品としてあったのを
覚えています。西丸子小学校では、ボーイスカウトに
入っていました。新宿から夜行列車で八ヶ岳にキャン
プに行ったことを覚えています。中学からは学習院に
通い、高校も学習院、そしてそのまま、エスカレーター
式に大学まで通い、アーチェリー部に入りました。「中
年の星」といわれた山本博さん（ロス五輪銅メダリスト、
41 歳でアテネ五輪銀メダリスト）とほぼ同世代なので
試合などではよく一緒になりました。

大学を卒業して社会人になると、ちょうどバブルの前
で NTT 株売出 119 万 7,400 円、1989 年には日経平均
が最高値 38,957 円になったころです。横浜銀行に就職
して、六角橋支店に始まり、渋谷支店、本部で法人部
門、鎌倉支店の副支店長を経て、大師支店、名古屋支店、
長後支店、横須賀支店、蒲田支店と支店長をして、現
在の武蔵小杉支店に至っています。

入社当時は、今でいう「働き方改革」もなく、ノルマ
に追われ、夜遅くまでバイクで預金集めに回りました。
成果がなくて帰れない日もありましたが、そうした時
でも助けてくれるお客様がいらっしゃいました。その
ようなお客様は今でもお付き合いがあり、辞めずに今
の自分があるのはそのような方々のおかげと本当に感
謝しております。

色々な地域の支店に勤め、藤沢北ロータリークラブ、蒲
田ロータリークラブなどに入りました。川崎北ロータ
リークラブで感じたことは、年齢層が幅広く人数も多い
のですが、皆さん分け隔てなく会話していること、私
のような新参者にも積極的に声をかけていただき非常
に皆さん暖かいこと、グループや派閥のような塊がな

いことなど色々ありますが、何より例会が気楽な雰囲
気で、とても楽しいクラブであることです。

今振り返ってみると、会社やロータリー会員という看
板のお陰で様々な方と出会うことができ、本当に感謝
しております。今後も川崎北ロータリーククラブでロー
タリーライフを楽しみたいと思っております。よろし
くお願いします。

ニコニコリポート 柾木 永一郎  副会場監督
大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事

石原会員、本日の卓話、よろしくお願いいたします。楽
しみにしております。

武田 信平 君
フロンターレは、3 勝した後にホームで 2 連敗を喫してし
まい、順位も 5 位まで下げてしまいました。得点力が自慢
のチームですが、なぜか得点が取れなくなっています。ワー
ルドカップによる中断まで残り 2 試合ですが、何とかこの
2 つを勝って、中断期にもう一度得点力強化の修正をして
もらいたいと思います。

岡本 徳彌 君、石井 弘 君
石原さん、入会卓話がんばってください。

小泉 昌彦 君
今日の石原会員の卓話、楽しみにしています。がんばって
ください。

戸川 俊雄 君、生垣 繁 君、洪 征治 君、松波 登 君、柳澤 信夫 君
久しぶりのロータリーを楽しみましょう。石原安会員の入
会卓話を楽しみにしております。

佐久間 馨 君、横山 芳春 君、峯岸 雅宏 君、帯谷 昌充 君、山川 哲史 君、
相良 久征 君、谷口 一成 君、岩崎 美智子 君

宮崎さん、ハワイでは大変お世話になり、ありがとうござ
いました。おかげ様でとても思い出深い旅となりました。
ありがとうございました。

星野 博 君、世良 俊昭 君、若林 潤 君、柾木 永一郎 君、齊木 貴 君
石原さん、入会卓話がんばってください。

米山 元章 君、横山 芳春 君、松下 幸夫 君
石原会員、入会卓話、楽しみにしています。

渡邊 敏久 君、佐久間 馨 君、峯岸 雅宏 君、相良 久征 君、
谷口 一成 君

本日の卓話、石原さん、楽しい話、期待しています。がんばっ
てください。

プログラム委員会：クルーズ 由美子 君、松下 幸夫 君
石原さん、入会卓話、楽しみにしております。よろしくお
願いいたします。

親睦委員会：谷口 一成 君、小林 美和 君、平野 和枝 君
石原会員、本日の入会卓話よろしくお願いいたします。
楽しみにしております。


