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第2809例会	 平成 30 年 6 月 20 日（水）

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
平野 和枝 ソングリーダー

「それでこそロータリー」

お客様紹介 小林 美和 親睦委員
横浜鶴見北 RC　今井 新一郎 様

出席報告 入来 武久 出席委員
会員数 57 名 出席 29 名 欠席 28 名

（対象外 5 名） 出席率 55.77%
前々回訂正 欠席 20 名 MAKE UP 8 名

（対象外 5 名） 訂正出席率 86.54%
欠席者

朝山君 クルーズ君 花田君 石井君 石坂君 
川野君 洪君 小林（政）君 貝田君 上山君 
三浦君 溝淵君 松山君 峯岸君 茂木君 
三平君 柾木君 妻鹿君 野口（哲）君 野口（隆）君 
小澤君 世良君 重田君 佐久間君 関君 
色摩君 藁科君 横山君

会長報告 大塚 正一 会長
１．かわさき鈴虫祭り 準備会開催のご案内
　　日時：6 月 29 日（金）　18：00 ～
　　会場：精養軒プルミエ（武蔵中原駅 直結）
２．中原区役所より、第 68 回中原区
      「社会を明るくする運動」のご案内
　　日時：7 月 19 日（木）13：30 ～ 16：00
　　会場：川崎市中原市民館ホール

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
地区からの来信

第 15 回インターアクトサマーミーティングのご案内
　日時：7 月 31 日（火）　9：00 ～ 16：00
　会場：JICA 横浜 

委員会報告
青少年奉仕委員会　戸川 俊雄 委員
6 月 17 日（日）、第 48 回地区研修協議会、約 170 名が参加
したローターアクトの研修協議会に参加してきました。皆様も
ぜひインターアクト、ローターアクトの地区研修協議会と色々
ありますが参加して、勉強をしていただきたいなと思います。
ゴルフ同好会　大塚 正一 会員
6 月 19 日（火）、第 4 回大塚会長杯ゴルフコンペが行われま
した。結果は以下のとおりです。
優勝：　坂口 精一 様（川崎中原 RC）
準優勝：松下 幸夫 会員
第 3 位：金子 房一 会員
※最近、他クラブからも川崎北クラブのゴルフコンペに参加
　したいという方がいらっしゃいますので、応募があれば参
　加ができるということをゴルフ同好会で決定しました。取
　切戦については、川崎北クラブのメンバーのみということ
　で了解をいただいています。

退任挨拶
米山 元章 戦略計画委員長

この委員会は 60 周年実行委員会と
一緒に 60 周年記念に向けて計画を
立てている最中です。次年度も、戦
略計画委員長を務めることになって
いますが、財政の問題なども含めて、
60 周年の会が成功するように頑
張っていきたいと思っています。1
年間、お世話になりました。ありが
とうございます。

谷口 一成 親睦委員長
大塚会長、帯谷幹事、各親睦委員会
の皆様、各会員の皆様に支えられま
して、なんとか 1 年が終わりまし
た。ありがとうございました。内容
としては、例年と変わったことがで
きたわけではないので心残りですが、
齊木次年度委員長が今年にはなかっ
た企画を考えてくださるそうなので、
しっかりと引継ぎをしていきたいと
思います。1 年間、ありがとうござ
いました。



戸川 俊雄 会員増強委員長
会員が 1 名減りましたが、来年度、
星野さんが入ってくるので少しは
役に立ったかなと思います。皆様の
協力の下、会員増強は成り立ちます
ので、ぜひ次年度もご協力をお願い
します。次年度、クルーズ委員長
には、申し送りをして、次年度は 3
～ 4 名増強できるようにしたいと
思います。1 年間、本当にありがと
うございました。

宮崎 秀樹 出席委員長
出席委員長として 1 年間自分なりに
考えて活動しました。第一例会の前
に皆様にメールでお知らせをしてイ
ンパクトを出そうとしました。また、
欠席がちな会員にも訪問して出てく
るように誘ったりもしました。欠席
するときには、必ず事務局に連絡を
して、昼食代などの経費の削減にも
ご協力いただきたいと思います。次
年度は、生垣先輩にお願いしていま
す。よろしくお願いいたします。

山川 哲史 会場監督
村山さんの転勤が決まり、急遽、会
場監督になりました。もともと、人
前で話すことが苦手な自分で、この
役が務まるかどうか不安でしたが、
1 年間とおしてみて、自分のスキル
アップにもつながり、自信がついた
1 年でした。次年度は松下さん、ま
た、会を盛り上げていただくよう
よろしくお願いいたします。1 年間、
どうもありがとうございました。

大塚 正一 会長
1 年を振りかえってみると、まず、
7 月 12 日、湯川ガバナーの公式訪
問がありました。8 月 26 日の鈴虫
祭りには 11 名参加。例会以外での
クラブ会長としての初めての挨拶
をしました。8 月 30 日、初めての
クイーンアリスにて夜間例会、会員
増強の戸川委員長に仕切っていた
だきました。9 月 6 日、例会後、社
会奉仕委員会で、地区補助金、マ
ナーモラルアップポスターを視察
しに 12 名参加。9 月 20 日、親睦
移動例会、湯本富士屋ホテル、26

名参加でした。第一回ゴルフコンペは、平塚富士見 CC、渡邊
先生が優勝。11 月第 2 回は、立野クラシックゴルフ倶楽部、
僕が優勝。4 月の第 3 回は、本厚木で宮崎会員が優勝。昨日
の第 4 回は、優勝は中原 RC の坂口さんでした。11 月 11 日、

地区大会、10 日に第二グループの代表として、2 月に開催した
マラソン大会のことを発表しました。12 月 20 日、インターコ
ンチで、年忘れ家族例会。1 月 17 日、職業奉仕委員長、藁科会
員の手配で、富士通の新川崎テクノロジースクウェアを見学さ
せてもらいました。3 月 7 日、創立記念例会で、岡本 PG に卓話
をお願いしました。4 月 4 日、2800 回の記念例会を、ここの会
場で開催しました。5 月 30 日、まだ覚えてらっしゃると思いま
すが、クラーク記念国際高等学校横浜青葉キャンパスのインター
アクターの顧問の関野先生、実際に参加してこられた秋元さん
に、昨年 12 月の海外研修の報告をお話していただきました。

このように皆様のおかげを持ちまして、有意義な例会と奉仕
活動ができたことに非常に感謝しております。まだ、来週も
ありますが、一年間本当にありがとうございました。

ニコニコリポート 波木井 輝昭  副会場監督
今井 新一郎 様（横浜鶴見北 RC）

初めてお邪魔いたします。お世話になります。
大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事

本年度も、本日、来週のみとなりました。皆様、最後まで、
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

武田 信平 君
皆さん、観ましたよね。サッカー日本代表はやりました。
FIFA ランク 61 位の日本は、同じく 16 位のコロンビアに 2
対 1 で勝ちました。大会 2 ヶ月前に監督が代わり、色々と
いわれましたが、西野監督は立派に結果を出しました。監督、
選手ともにすばらしかった。次のセネガル戦に勝って、予
選突破を決めてもらいたいですね。

金子 房一 君
第 4 回大塚会長杯ゴルフコンペ、第 3 位になりました。3
年 7 ヶ月ぶりです。

戸川 俊雄 君、松波 登 君、小泉 昌彦 君、齊木 貴 君
役員の皆さん、1 年間お疲れ様でした。、また、ご指導あり
がとうございました。

大塚 正一 君
1 年間、会長を務めさせていただきました。ありがとうご
ざいました。最終例会、どうしてもマレーシアに行かなけ
ればならず欠席します。入来さん、点鐘、よろしくお願い
します。

松下 幸夫 君
昨日の大塚年度最後のゴルフコンペで準優勝させていただ
きましたので。

小林 美和 君
昨日、ゴルフデビューさせていただきました。皆様にあた
たかく見守っていただき、色々と教えていただき、とても
楽しい初プレーとなりました。ぜひ、また、お誘いいただ
けたら嬉しいです。

親睦委員会：谷口 一成 君、相良 久征 君、小林 美和 君、平野 和枝 君、
石原 安 君

本年度の例会も残り 2 回となりました。あと 2 回、よろ
しくお願いいたします。日本代表、コロンビア戦、勝利
良かったですね。予選リーグ突破に期待しています。


