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点　鐘 入来 武久 副会長

スマイル体操 平野 和枝 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 石原 安 親睦委員
国際ロータリー第 2590 地区 次年度 第 2 グループ ガバナー補佐
　柳下 節子 様（川崎とどろき RC）
川崎西 RC 会長　黒川 俊一 様
川崎西 RC 幹事　上松 義典 様

出席報告 宮崎 秀樹 出席委員長
会員数 57 名 出席 37 名 欠席 20 名

（対象外 4 名） 出席率 69.81%
前々回訂正 欠席 22 名 MAKE UP 7 名

（対象外 6 名） 訂正出席率 82.35%
欠席者

クルーズ君 花田君 市川君 石井君 生垣君 
石坂君 川野君 上山君 三浦君 溝淵君 
松山君 峯岸君 妻鹿君 茂木君 三平君 
大塚君 重田君 関君 相良君 色摩君

お客様挨拶
川崎西 RC　黒川 俊一 会長、上松 義典 幹事

1 年間、大塚会長、帯谷幹事をはじめ、川崎北 RC の皆
様には大変お世話になりました。素晴らしい例会場で
すね。多摩川を挟んで、我々の例会場と近くなりました。

これからも、是非、交流を深めていけたらなと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

会長報告 入来 武久 副会長
1. 地区より、2018 ～ 19 年度 各クラブ委員長会議 ･

セミナーについて、一部の委員会を統合して開催と
のご連絡が届いてます。地区行事出席への負担を軽
減すると共に、地区委員会間の横の連携を密にして
情報を共有し、より合理的かつ効果的に無駄が生じ
ないよう考慮したものです。新年度間近の変更で恐
縮ですが、ご理解・ご協力、よろしくお願いします
とのことです。

7/10 戦略委員長会議

➡

7/19 クラブ基盤管理委員会 
Part Ⅰ

7/20 広報 ･ 公共イメージ
向上委員長会議

8/23 クラブ基盤管理委員会 
Part Ⅱ

8/7 研修委員長会議 ※出席対象者：
会長・左記各委員長から
両日とも 1RC につき 2 名

8/23 クラブ奉仕委員長会議
8/28 雑誌委員長会議

10/9 国際奉仕委員長会議

➡

10/9 クラブ奉仕活動部門
委員長会

10/29 職業奉仕委員長会議 ※出席対象者：
左記各担当委員長から
1RC につき 1 ～ 2 名

未定 社会奉仕委員長会議

2. 中原区役所より、中原区「社会を明るくする運動」
のご案内と協賛金の依頼がきております。
　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
1. 地区からの来信

① 2018 ～ 19 年度 クラブ基盤管理委員長会議 Part Ⅰ
　日時：7 月 19 日（木）15：00 ～ 18：00
　会場：横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ５階「日輪」 
※出席対象者：2018 ～ 19 会長・幹事、戦略委員長、
　研修委員長、クラブ奉仕委員長、広報 ･ 公共イメー
　ジ向上委員長、ロータリーの友委員長より 2 ～ 3 名
※ご持参資料：各 RC 期首資料「クラブ委員会活動
　計画書」

2. 7 月のロータリーレート
1 ドル＝ 110 円　6 月から変更なし

3. 川崎鷺沼 RC より、2018 ～ 19 年度例会に関するご
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連絡が届いております。
　　・第 1 週　点鐘 12：30 ～ 13：30
　　・第 2 週　点鐘 18：00 ～ 19：00
　　・第 3 週　点鐘 18：00 ～ 19：30　　
　　・第 4 週　休会

4. 横浜東 RAC　例会のご案内
　　7 月 4 日（水）20：00 ～ 21：30　
　　ホテルキャメロットジャパン

5. 他クラブ例会臨時変更
　●川崎大師 RC 
　　7 月 25 日（水）暑気払い移動例会
　　「食道園」　点鐘 18：00
　●川崎南 RC 
　　7 月 31 日（火）夜間移動例会
　　横浜中華街「萬珍楼」 点鐘 18：30
 8 月 14 日・28 日（火）　　休会
　●川崎鷺沼 RC 
　　7 月 4 日（水）例会場都合により夜間例会に変更 
　　点鐘 18：00
　　7 月 18 日（水）　移動例会　
　　二子玉川エクセルホテル東急　点鐘 17：10

退任挨拶
朝山 浩 プログラム副委員長

クルーズプログラム委員
長より：会員の皆様が卓
話者をあたたかく迎えて
くださり、また真剣に卓
話を聞いてくださるなど、
会員の皆様のご協力のお
かげで、経験不足ながら
何とかプログラムに穴を
開けずに済みました。こ
の場を借りまして、皆様
に御礼を申し上げます。

朝山 浩 ロータリー財団委員長
皆様にご協力いただき、今年も目標額に達成しました。
皆様、1 年間ありがとうございました。
小林 美和 会報副委員長

色摩委員長が欠席なので、
代わりにご挨拶いたしま
す。任せっきりで、ほと
んどお手伝いができませ
んでした。皆様には、1
年間、本当にお世話にな
りました。ありがとうご
ざいました。いろいろと
勉強になりました。次年
度も頑張りますので、ま
た 1 年間どうぞよろしく
お願いいたします。

小林 美和 国際奉仕委員長
ほぼ大塚会長におんぶに抱っこという状態で、自分では
何もできなかったのですが、今後も何かお役に立てるこ
とがあれば、頑張っていきたいと思いますので、よろし
くお願いいたします。
米山 元章 米山記念奨学副委員長

松山委員長からは、目
標どおりに皆様からご
寄付をいただきありが
とうございましたとご
挨拶をいただいていま
す。また、米山奨学生
カウンセラーを務めた
相良会員からもお礼の
ご挨拶をいただいてい
ます。これからも米山
記念への寄付をよろし
くお願いいたします。

藁科 義弘 職業奉仕委員長
1 月 に は、 職 業 奉 仕
フォーラムと職場見学
がありました。新川崎
にある富士通の新しい
オフィスを見学してい
ただきました。その後
の懇親会では、「ざうお」
で魚釣りをしていただ
き、 普 段 の 懇 親 と は
ちょっと違った感じで
楽しんでいただけたと
思 い ま す。1 年 間、 あ
りがとうございました。

齊木 貴 社会奉仕委員長
入会して 3 年目ですが、
初めてこのようなお役を
いただきました。最初 2
年間、ぶら下がっていた
ときは、毎週美味しい食
事をいただいてというだ
けでしたが、お役をいた
だくと、いろいろと学ぶ
ことがあり、勉強になる
とてもいい機会をいただ
いたと思います。それぞ
れの委員会の方々が活躍
されているのを拝見しま

して、非常に敬意を感じました。社会奉仕委員会は、谷口
会員が私の前任でしたが、次年度も親睦委員会と谷口会員
を追っていく形になります。谷口会員にはひとかたならぬ
お世話をいただきありがとうございました。



野口 隆一 会計
本年度も、皆様にご協力を
いただき、ありがとうござ
います。財政も少しずつ改
善できてきたかなと思いま
す。60 周年記念を目処に
もっと改善していけたらな
と思っています。今年度以
降もご協力いただくことと
なりますが、よろしくお願
いいたします。1 年間、あ
りがとうございました。

小澤 秀昭 会員選考委員長
1 年間、会員選考委員長を
しましたが、残念なこと
に、1 度も出番がありませ
ん で し た。1 年 間 ど う も
ありがとうございました。
次年度も、皆様、よろし
くお願いいたします。

洪 征治 青少年奉仕委員長
インターアクトのクラー
クの例会、鈴虫祭、また
地 区 の RYLA に 参 加 し ま
した。次年度も、皆様に
ご協力いただき、積極的
に参加をよろしくお願い
したいと思います。1 年間、
ありがとうございました。

横山 芳春 インターアクト委員長
次年度は委員長の洪会員
をはじめ、その他強力なメ
ンバー構成で、全く心配
はありませんが、できる
限りクラブの皆様にもイ
ンターアクトの例会にも
ご参加いただき、ご協力い
ただきたいと思います。私
は、地区のインターアクト
委員も続けますので、連携
していければと思います。
ありがとうございました。

佐久間 馨 研修委員長
ご存知かと思いますが、研修委員会は 3 年やることに
なっています。今年は 2 年目でした。次年度会長とい
うこともありまして、改めてロータリーを勉強しよう
ということで、今年は、RLI、地区協議会、RYLA とい
ろいろな研修などに参加して、学ぶことのとても多い 1
年でした。また、その中でも大塚会長、相良次年度幹
事と打ち合わせをする機会も多く、ロータリーでの研

修という意識の上がった 1 年でもありました。国際ロー
タリー第 2590 地区 金子 次年度ガバナーのおっしゃる

「それぞれが輝くロータリー」を常に意識しながら 1 年
間、研修委員長を務めさせていただきました。1 年間あ
りがとうございました。
佐久間 馨 会長エレクト

私が会長エレクトになると決
まってから、そのうちだなと
思っていましたが、もうそれ
も来週になりました。来週例
会後、柳下ガバナー補佐をお
呼びして、第 3 回クラブ協議
会を予定しています。理事役
員、各委員長の皆様、必ずご
出席なさいますよう、よろし
くお願いいたします。

帯谷 昌充 幹事
理事役員の皆様、会員の皆
様、そして事務局の岩崎
様、皆様の多大なるご協力
のもと、無事、幹事の役
を務めることができまし
た。本当にありがとうござ
います。今年度 1 年を振
り返ってみますと、例会場
の移転以外は、これといっ
て大きな出来事もなく、幹
事として何かを成し遂げ
たというのも特になく、大
塚会長や岩崎さんに尻を
叩かれながら、最低限の
幹事の仕事はできたかな

と思います。最初は皆様に、大変だと聞いていましたが、
実際はそのようなこともなかったのですが、以前に比
べ、例会以外の集まりにも出席するようになり、ロー
タリーに費やす時間が多かった 1 年だったと思います。
仕事をしながらだったので、その辺がちょっと大変だっ
たかなと、1 年を振り返ると思います。

良かったことの 1 つには、他クラブの例会に参加させ
てもらったことでしょうか。川崎西 RC に表敬訪問に
行った際には、たまたま中学校時代の同級生に 40 年ぶ
りくらいの再会があったり、また、本日いらっしゃっ
ている川崎西 RC の上松幹事は、私の高校の大先輩であ
ることを知ったりと、いろいろなことがあり、今まで
以上に他クラブの方たちと親睦が図れたかなと思いま
す。それから、幹事にならなければやらなかっただろ
うなというのが RLI でしょうか。年に 3 回の研修ですが、
日曜日朝 8：30 から、学生に戻ったかのようにしっか
りと勉強をしました。そのおかげで、今まで以上にロー



タリーに関する理解が深まったと思います。幹事とし
て川崎北クラブに何ができたかと思うとそうでもあり
ませんが、私自身、非常に勉強になった 1 年間でした。
この経験をこれからの人生にも役立たせていきたいな
と思います。このような貴重な経験をさせていただき、
誠にありがとうございます。本当に 1 年間、ありがと
うございました。これからもどうぞよろしくお願いし
ます。

入来 武久 副会長
副会長は、クラブ奉仕
委員長もかねていると
いうことなので、まず
ク ラ ブ 奉 仕 委 員 長 と
し て ご 挨 拶 い た し ま
す。クラブ奉仕委員会
は 8 つの委員会の委員
長から構成されていま
す。今年度、大塚会長
の方針に従って「我々
が語り合い実践する奉

仕活動が、人びとの生活や人生に良い変化をもたらす」
ということで、クラブ奉仕員会の皆様、その他会員の
皆様のご協力もありまして、川崎北 RC にも良い変化を
もたらすことができたのではないかと思います。

大塚会長に副会長は何もしなくていいよといわれて副
会長を引き受けましたが、今年は異例の年で、7 回も会
長不在の例会があり、点鐘を代わりにしました。1 年間
振り返ってみて、かなり点鐘の腕が上がったのではな
いかと、これが副会長としての今年度の反省です。1 年
間、ありがとうございました。次年度もよろしくお願
いいたします。

入来 武久 60 周年実行委員長
60 周年記念が再来年ですから、引き続きやっていきま
す。今年度の目標金額は達成できました。皆様、ご協
力ありがとうございました。来年は、60 周年記念まで
あと 1 年という年になります。引き続きご協力のほど、
よろしくお願いいたします。

ニコニコリポート 松下 幸夫  副会場監督
国際ロータリー第 2590 地区次年度第 2 グループガバナー補佐
柳下 節子 様（川崎とどろき RC）

最終例会に伺いました。大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯
谷 昌充 幹事、1 年間ご苦労様でした。ありがとうございました。

川崎西 RC 黒川 俊一 会長、上松 義典 幹事
本日は退任のご挨拶に伺いました。1 年間、大変お世話にな
り、ありがとうございました。多摩川を挟んで、お互いのク
ラブの例会場がより近くなりました。益々、交流を深めてい

ければと思います。これからもよろしくお願いいたします。
大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事

柳下 次年度ガバナー補佐、川崎西 RC 黒川会長、上松幹
事、本日はようこそお越しくださいました。例会を楽し
んでください。会員の皆様、1 年間ご協力ありがとうご
ざいました。佐久間 次年度会長、相良 次年度幹事、頑張っ
てください。

市川 清 君
本年度、いろいろお世話になりました。

戸川 俊雄 君
1 年間、大変お世話になりました。ありがとうございまし
た。24 日には、星野さんの歓迎会では、お世話になりまし
た。ありがとうございました。

小澤 秀昭 君、米山 元章 君
大塚会長、帯谷幹事、また理事役員の皆様、1年間お疲れ様でした。

北村 善市 君、松波 登 君
大塚会長年度、大変お世話になりました。感謝しております。

小林 政男 君
大塚会長、帯谷幹事、ご苦労様でした。

松下 幸夫 君
先日の星野さんの入会前歓迎会に参加いただいた方々、あ
りがとうございました。会費の残りをニコニコします。

ビール同好会：戸川 俊雄 君、渡邊 敏久 君、宮崎 秀樹 君、
大部 哲也 君、洪 征治 君、柳澤 信夫 君

大塚会長、帯谷幹事、1 年間ご苦労様でした。とても楽し
い 1 年でした。

社会奉仕委員会：齊木 貴 君
1 年間、社会奉仕を担当させていただきました。いろい
ろと勉強させていただき、ありがとうございました。

ロータリー財団委員会：朝山 浩 君、世良 俊昭 君、若林 潤 君
大塚会長、帯谷幹事、そして理事役員の皆様、1 年間大変
お疲れ様でした。ロータリー財団にご協力をいただき、あ
りがとうございました。

プログラム委員会：クルーズ 由美子 君、朝山 浩 君、
波木井 輝昭 君、松下 幸夫 君

大塚会長、帯谷幹事、そして理事役員の皆様、1 年間大変
お疲れ様でした。

SAA：山川 哲史 君、波木井 輝昭 君、朝山 浩 君、松下 幸夫 君、
柾木 永一郎 君

SAA として、今年度 1 年間、大変お世話になりました。次
年度、松下 SAA、頑張ってください。

横山 芳春 君、親睦委員会：谷口 一成 君、朝山 浩 君、
小林 美和 君、平野 和枝 君、石原 安 君

柳下 次年度ガバナー補佐、川崎西 RC 黒川会長、上松幹
事、本日はようこそおいでくださいました。例会を楽し
んでいってください。本日、今年度最終例会になります。
1 年間お世話になり、ありがとうございました。不行き
届きな点が多々ありましたこと、お許しください。


