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2018 － 19 年度　　国際ロータリーのテーマ
『インスピレーションになろう』

RI 会長　　バリー・ラシン

川崎北ロータリークラブ会長の方針
『成功するまでち

・
が
・
う
・
ことをやり続ける！！』

会長　佐久間 馨
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第2811例会	 平成 30年 7月 4日（水）

木槌の引継ぎ 佐久間 馨 会長
大塚 正一 直前会長から佐久間 馨 会長へ

点　鐘 佐久間 馨 会長

スマイル体操 平野 和枝 親睦委員

司会と斉唱 松下 幸夫 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 朝山 浩 親睦副委員長
国際ロータリー第 2590 地区  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　越水 詞郎 様
川崎西 RC 幹事　渡邉 直人 様
川崎中 RC 会長　小島 徹 様
川崎中 RC 幹事　貝田 充 様
川崎中原 RC 会長　小泉 正博 様
川崎中原 RC 幹事　徳安 久是 様
川崎とどろき RC 会長　井上 佳則 様
川崎とどろき RC 幹事　市川 郁雄 様
岡本会員秘書　赤星 幸 様
米山奨学生　リーデル、ティモ マリオ 君

出席報告 生垣 繁 出席委員長
会員数 58名 出席 45名 欠席 13名
（対象外 4名） 出席率 83.33%
前々回訂正 欠席 28名 MAKE	UP	15 名
（対象外 5名） 訂正出席率 83.02%

欠席者
花田君	 石井君	 北村君	 貝田君	 上山君	
三浦君	 溝淵君	 峯岸君	 三平君	 世良君	
重田君	 関君	 色摩君

奨学金贈呈
佐久間会長からリーデル、ティモ	マリオ君に米山
記念奨学金贈呈が行われました。

お客様挨拶
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）

2018 ～ 19 年 度、 バ
リー・ラシン氏の国際
ロータリーのテーマは
「インスピレーションに
なろう」、そして金子大
ガバナーは「それぞれ
が輝くロータリー」で
す。この 2つのテーマ
を基にして地区方針の
目標に向かいたいと思
います。会員の皆様、
クラブ、そして地区と

のパイプ役として 1年間果たしていきたいと思います。
どうぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
川崎西 RC　越水 詞郎 会長　渡邉 直人 幹事

新年度にあたりまして、
表敬訪問に参りました。
以前の慶応大学の例会
場もすばらしかったの
ですが、この例会場は
更にすばらしくて驚い
ております。川崎北 RC
様は、私たちの大先輩
です。これからも、ご
指導、ご支援のほうも
よろしくお願いいたし
ます。



川崎中 RC　小島 徹 会長　貝田 充 幹事
川崎中RCは川崎北 RC
様から誕生しまして、
昨年 45 周年を迎える
ことができました。ま
た、これからもご指導
ご鞭撻のほうよろしく
お願いいたします。新
年度がすばらしい年度
になりますよう心より
ご祈念申し上げます。

川崎中原 RC　小泉 正博 会長　徳安 久是 幹事
4 月のハワイから、この
間のゴルフコンペに参
加させていただきまし
て、特に若い人たちの
エネルギーを感じまし
た。本当にすばらしい
クラブだなと思いまし
た。今年度、会長を務
めさせていただきます
が、皆様、どうぞよろ
しくお願いいたします。

川崎とどろき RC　井上 佳則 会長　市川 郁雄 幹事
例会場も移転されたと
いうことで、すばらしい
景色と美味しいお料理
を楽しみにして来まし
た。4年前に川崎とどろ
き RC の幹事をしている
とき、表敬訪問にお邪魔
したとき以来です。新年
度、会員皆様のご健勝を
ご祈念申し上げます。

入会式 星野 妃世子 君
以前に入っておりまして、今回再入会させていただき
ます。また、改めて「ロータリー精神」を勉強したい
と思います。皆様のご指導ご鞭撻があっての私だと思っ
ております。これからもどうぞよろしくお願いいたし
ます。

会長報告 佐久間 馨 会長
1.	 2017 ～ 18 年度ガバナー湯川孝則様より、年度無
事終了の礼状を頂戴しております。

2.	 2018 ～ 19 年度地区補助金プロジェクトの選考結
果が届きました。当クラブで申請しておりました「川
崎市中原区内２小学校の通学路の安全確保運動」の
プロジェクトが	承認され、＄3,000 の補助金が授与
されます。

幹事報告 相良 久征 幹事
1.	 地区からの来信
地区資金・地区事業費上半期分と地区大会分担金の
送金依頼が届いております。

2.	 他クラブ例会臨時変更
●川崎鷺沼 RC
　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
●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（火）・28日（火）休会

乾杯 市川 清 会員
いろいろありましたが、おめで
とうございます。新年度また
しっかりやりましょう。皆様の
健康を祝して乾杯！

就任の挨拶
佐久間 馨 会長

川崎北 RC は 60 年の伝統ある
クラブです。今までうまくいっ
ていることはそのまま、そうで
ないところは、変えていこうと
思っています。地区の方針にも
ありますように、自らの行動で
改革をしていきたいと思ってい
ます。1年間どうぞよろしくお
願いいたします。

相良 久征 幹事
佐久間年度の方針は「成功するま
でちがうことをやり続ける！！」
ですが、ちがうことをしていく
と問題が起きたりすることもあ
ると思います。その都度、幹事
として、次の手を会長に相談し
て一手を打っていくように心が
け頑張っていきたいと思います。



石原 安 会計
前任の野口会員はプロの会
計士でしたので、責任は重
大だと思っています。会長
のおっしゃるように従来の
形にとらわれず頑張ってい
きます。よろしくお願いい
たします。

松下 幸夫 会場監督
時間どおりに運営するのが
苦手な自分なので、余計な
アドリブをしないで時間ど
おりに進めれるように頑
張っていきますので、1 年
間どうぞよろしくお願いい
たします。

生垣 繁 出席委員長
新年度出席委員会は、吉岡
さん、星野さん、戸川さ
ん、野口さんでベテランばっ
かりでみんなの年を足すと
400 歳以上で、平均年齢も
84歳です。年齢は上ですが
心は青春ですから、ビシバ
シいくので、どうぞよろし
くお願いします。

齊木 貴 親睦委員長
川崎北 RC は、歴史があり
ますが私は入会して数年、
まだまだです。委員の皆様、
先輩方に助けていただきた
いと思っております。ご指
導いただきながら、無事に
務めたいと思っております
ので、どうぞよろしくお願
いいたします。

松波 登 プログラム委員長
外部卓話で、できるだけいろ
いろなジャンルの方をお呼び
したいと思います。例会後、
皆様に「楽しかった」、「ため
になった」、と言っていただ
けるように卓話をお届けでき
るように一生懸命頑張って
いきたいと思います。1年間、
どうぞよろしくお願いいたし
ます。

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

新年度のご挨拶に伺いました。1年間よろしくお願いい
たします。佐久間	馨	会長、相良	久征	幹事のご活躍期待
しております。

川崎中 RC 小島 徹 会長、貝田 充 幹事
川崎北RCの皆様にはいつも大変お世話になっており
ます。本日は新年度のご挨拶に参りました。どうぞ一
年間よろしくお願い申し上げます。

川崎中原 RC 小泉 正博 会長、徳安 久是 幹事
本日は新年度を迎えるにあたり、表敬訪問に参り
ました。川崎中原 RC の会長を務めることになり
ました小泉	正博と幹事の徳安	久是です。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

川崎西 RC  越水 詞郎 会長、渡邉 直人 幹事
本日は新年度のご挨拶に参りました。1年間、よろし
くお願いいたします。

川崎とどろき RC  井上 佳則 会長、市川 郁雄 幹事
新年度のご挨拶にお伺いいたしました。一年間、ご
指導のほど、よろしくお願いいたします。

川崎とどろき RC  向冨山 安楽寺住職 宗澤 文良 様
この度、當山二十九世住職	宗澤	文山	和尚が明治時代に
安楽寺にて創設いたしました私立時習学校を紹介する展
示会が別紙チラシの通り川崎市民ミュージアムにて開催
されることに相成りました。ぜひご高覧いただきたくご
案内いたします。

佐久間 馨 会長、相良 久征 幹事
第2グループ	ガバナー補佐	柳下	節子	様、近隣クラ
ブの皆様、ご訪問ありがとうございます。川崎北RC
の皆様、一年間よろしくお願いいたします。

武田 信平 君
サッカー日本代表は良く戦いました。FIFAランク
3位のベルギーから2点を先取しました。これは凄
いことです。しかし、この2点のアドバンテージを
守り切ることができませんでした。悔しいし、とて
も残念です。それにしても西野監督は短期間でチー
ムをまとめ上げ、レベルアップさせましたね。選手、
監督、スタッフは一丸となって精一杯頑張りました。
その努力を称えたいと思います。

市川 清 君
新年度、初例会、おめでとうございます。

吉岡 憲士 君
新年度、初例会、おめでとうございます。

岡本 徳彌 君
新年度おめでとうございます。



小澤 秀昭 君
柳下	節子	第2グループ	ガバナー補佐、一年間よろし
くお願いします。佐久間会長、相良幹事、頑張って
ください。

野口 哲志 君
新年度に入り、新役員の益々のご活躍に期待してお
ります。

クルーズ 由美子 君
柳下節子	第 2グループ	ガバナー補佐、本日もよろ
しくお願いいたします。本日夫のバーステイです。
独立記念日生まれのアメリカ人らしいアメリカ人
です。

茂木 常夫 君
ご無沙汰しておりました。今年度、よろしくお願い
いたします。

出席委員会：生垣 繁 君、吉岡 憲士 君、星野 博 君、
戸川 俊雄 君、野口 哲志 君

佐久間会長、相良幹事、1年間よろしくお願いします。
みなさん、出席へのご協力をお願いします。

クラブ会報委員会：大塚 正一 君、小泉 昌彦 君、
戸川 俊雄 君

佐久間・相良年度の船出を祝して。

親睦委員会：齊木 貴 君、朝山 浩 君、横山 芳春 君、
入来 武久 君、帯谷 昌充 君、茂木 常夫 君、野口 隆一 君、
柾木 永一郎 君、平野 和枝 君、石原 安 君

佐久間丸の出帆をお祝いします。

プログラム委員会：松波 登 君、武田 信平 君、
山川 哲史 君、松下 幸夫 君

佐久間さん、相良さん、頑張ってね。プログラム
を充実させますよ。

戦略計画委員会：米山 元章 君、川野 正久 君、
岡本 徳彌 君、朝山 浩 君、花田 薫 君、大塚 正一 君、
帯谷 昌充 君

佐久間会長、相良幹事、1年間頑張ってください。柳
下ガバナー補佐、本日はよろしくお願いします。

会員選考委員会：藁科 義弘 君、甲田 博康 君
今年度はたくさん会員選考できるよう、みんなで力
を合わせましょう。1年間よろしくお願いします。

会員増強委員会：クルーズ 由美子 君、小林 政男 君、
大塚 正一 君、谷口 一成 君

佐久間・相良年度の会員増強にクラブ一丸となって
努力してまいりましょう。星野さん、入会おめでと
うございます。おかえりなさい。

研修委員会：大塚 正一 君、帯谷 昌充 君、松山 直樹 君、
野口 隆一 君、クルーズ 由美子 君、佐久間 馨 君

佐久間・相良年度は研修を充実させます。まずは、9月、

10月、11月の RLI への参加をよろしくお願いします。

職業奉仕委員会：波木井 輝昭 君、戸川 俊雄 君、
松山 直樹 君、松下 幸夫 君

職業奉仕はロータリーの本懐です。一年間よろしく
お願いします。

社会奉仕委員会：妻鹿 琢生 君、米山 元章 君、
戸川 俊雄 君、生垣 繁 君、松下 幸夫 君

佐久間担当年度における社会奉仕に全力で取り組ん
でいきます。一年間よろしくお願いいたします。第2
グループ	ガバナー補佐の柳下さん、一年間よろしく
お願いします。

国際奉仕委員会：征木 永一郎 君、大部 哲也 君、
金子 房一 君、松波 登 君、大塚 正一 君

今年も一年間よろしくお願いします。佐久間会長、
相良幹事、頑張ってください。

青少年奉仕委員会／インターアクト委員会／ RYLA・
RA：戸川 俊雄 君、洪 征治 君、谷口 一成 君、
小林 美和 君、宮崎 秀樹 君、松山 直樹 君、平野 和枝 君

佐久間・相良年度を祝して。青少年奉仕も頑張りま
すよ。皆さんインターアクトにお誘いしますからね。
柳下ガバナー補佐、よろしくお願いします。

ロータリー財団委員会：小澤 秀昭 君、平野 和枝 君、
小泉 昌彦 君

財団へのご協力をお願いします。

米山記念奨学委員会：若林 潤 君、石井 弘 君、
横山 芳春 君

本年度、米山記念奨学委員会をよろしくお願いしま
す。特別寄付金をよろしく。

大塚 正一 君、帯谷 昌充 君、60 周年実行委員会：
入来 武久 君、朝山 浩 君、横山 芳治 君、谷口 一成 君、
野口 隆一 君、宮崎 秀樹 君、米山 元章 君

60周年に向けてご協力よろしくお願いいたします。

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

佐久間会長、相良幹事、1年間よろしくお願いし
ます。健康に注意して頑張ってください。柳下ガ
バナー補佐、本日はよろしくお願いします。

SAA：松下 幸夫 君、松山 直樹 君、峯岸 雅宏 君、
小林 美和 君

佐久間丸の出帆をお祝いします。時間通りの司会
進行に注力します。一年間よろしくお願いいたし
ます。星野妃世子さん、ようこそ。


