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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

会　長　佐久間 馨 幹　事　　相良 久征 会報委員長　　大塚 正一
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第2814例会	 平成 30 年 7 月 25 日（水）

点　鐘 佐久間 馨 会長

スマイル体操 茂木 常夫 親睦委員

司会と斉唱 松下 幸夫 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 佐久間 馨 会長
地区ロータリー平和センター委員長
　青木 松枝 様（川崎中央 RC）
川崎鷺沼 RC 小川 湧三 様
松波会員ゲスト　豊見山 徹 様

出席報告 野口 哲志 出席委員
会員数 58 名 出席 35 名 欠席 23 名

（対象外 5 名） 出席率 66.04%
前々回訂正 欠席 19 名 MAKE UP 8 名

（対象外 3 名） 訂正出席率 85.45%
欠席者

星野（妃）君 花田君 波木井君 生垣君 石原君 
甲田君 金子君 洪君 小林（政）君 上山君 
三浦君 溝淵君 峯岸君 三平君 柾木君 
野口（隆）君 大塚君 帯谷君 世良君 重田君 
関君 横山君 山川君

お客様挨拶
地区ロータリー平和センター委員長　青木 松枝 様（川崎中央 RC）

川崎北 RC に伺うきっかけとなり
ましたのは、同じ委員会にクルー
ズ様がいらっしゃるということ
で、ご挨拶に参りました。今年
は、8 月にイタリアとアメリカか
ら ICU にフェローが参ります。2
年間カウンセラーを務めさせて
いただきます。皆様になにかと
お世話になると思いますが、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
2019 年 RI 国際大会にて選挙される RI 理事を選出する 
第 2 ゾーン指名委員会への公式推薦書式が届いています。

幹事報告 相良 久征 幹事
1. 地区からの来信

①ロータリー米山奨学生 ･ 学友夏季レクリエーショ
　ンのご案内
　日時：9 月 2 日（日）7：10
　会場：横浜ロイヤルパークホテル 1 階フロント入口集合
　※ティモ君参加、クラブからの出席者確認中
② RI 日本事務局 財団室より、ポリオサバイバーの
　実話に基づく映画「ブレス しあわせの呼吸」につ  
　いて、クラブや地区が一般の方に向けて配布でき
　る資料および団体鑑賞会を計画される際の要領な
　どのご案内が届いています。

2. 他クラブ例会臨時変更
●川崎 RC
　8 月 9 日（木）･16 日（木）･30 日（木）休会
●川崎高津 RC
　9 月 20 日（木）移動例会　早朝供養例会　大蓮寺

委員会報告
親睦委員会　齊木 貴 委員長
• 夜間例会のご案内
　　日時：8 月 29 日（水）
　　会場：二子玉川エクセルホテル東急
　　会費：会員 7,000 円、ご家族 5,000 円、
　　　　   会員ゲスト 10,000 円
• 本日より、ニコニコボックスを集めさせていただい

ています。よろしくお願いいたします。
社会奉仕委員会　妻鹿 琢生 委員長
西日本豪雨被災地支援義援金：1,000 円以上
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
戸川 俊雄 会員
第 37 回かわさき鈴虫祭り賛助金募集のご案内
　日時：8 月 26 日（日）14：00 ～ 16：00
　会場：川崎市中原区 常楽寺（まんが寺）
　※「すず虫文集」への投稿もよろしくお願いいたします。



クラブフォーラム クラブ奉仕委員会
貝田 洋 副会長

クラブフォーラムとは何かというと、公開
会議といった感じでしょうか。担当の方
だけが話すのではなく、皆様でいろいろと
質問なども交えて、意見を出し合ってクラ
ブの未来について話し合っていきましょう。
ぜひ、キャリアの長い先輩の方々にも、ご
意見を聞けたらなと思います。

クルーズ 由美子会員、松下 幸夫 会員
増強のしかたについてですが、川崎中原
RC には「友の会」という下部組織のよう
なものがあります。もちろん、様々なご
意見があると思いますが、川崎北 RC でも、
下部組織を作ってみてはいかがでしょうか。

松波 登 会員
なかなか入会候補者を探すのは難しいです
が、広くいろいろな方とお付き合いしてい
る間に、川崎北 RC にふさわしい方に出会
うこともあります。常に頭の中においてお
けば、誘うというより、ふさわしい方に自
然と出会うと思います。ですので、下部組
織は実際に必要ないと思います。

藁科 義弘 会員
私は、入会して約 3 年になります。参考
までにと思いますが、富士通時代の話です。
昔は、各営業所長に、コスト面の問題で、
RC 入会を推奨していませんでした。事業
の種類によって考えかたは異なると思いま
すが、私の今までの環境からは、なかなか
増強についてアイディアが浮かびません。

米山 元章 会員
川崎北 RC としてどのように増強をしてい
くかは、ひとつの課題だと思います。下部
組織を作ることがよいことなのかはわかり
ませんが、会員 60 名規模のクラブになり
ますと、どれだけクラブとしてまとまって
いるかが大事だと思います。

齊木 貴 会員
私も入会してまだ約 3 年ですが、入会前
に、ロータリーとはなにかを少し知ってか
ら入会を決めるというのもよいのではない
かと思います。下部組織も、リーダーをた
てて、まとめていくのも難しいかと思いま
すが、やってみてはいかがでしょうか。

市川 清 会員
私の会社では、私、社長、部長、の 3 名、
家族では弟と、一族で 4 名ロータリーに
入っています。いいことも、悪いこともあ
りますが、本人の心がけ次第です。これか
らを、良くするのも悪くするのも本人次第
です。

ニコニコリポート 色摩 和恵  副会場監督
地区ロータリー平和センター委員長 青木 松枝 様（川崎中央 RC）

本日は、地区平和センター委員会として、ご挨拶に参りま
した。よろしくお願い申し上げます。

川崎鷺沼 RC 小川 湧三 様
お世話になります。

戸川会員 心のご兄弟 宮田 義一 様
佐久間君、会長就任おめでとうございます。1 年間、楽し
みながら頑張ってください。

佐久間 馨 会長、相良 久征 幹事
地区平和センター 川崎中央 RC 青木様、川崎鷺沼 RC 小川様、
松波会員ゲスト 豊見山様、本日はようこそ。例会をお楽し
みください。

岡本 徳彌 君
会社の倉庫の事故でご心配をかけ、申し訳ありませんでした。

小澤 秀昭 君
貝田 副会長、卓話、頑張ってください。

貝田 洋 君
死者が出るような暑さですが、皆様お元気そうでなにより
です。本日は、クラブ奉仕委員会の担当で、フォーラムを
松下さんとクルーズさんが行います。良いフォーラムにな
るよう、皆様でバックアップしてください。

武田 信平  君
J リーグが再開され、フロンターレは、先週 18 日に札幌で
行われたコンサドーレ札幌に 2 対 1 で勝利。22 日に等々
力で行われた V ファーレン長崎には、1 対 0 で勝利。得
点が少ないですが 2 連勝と幸先良いスタートを切りました。
ナイトゲームとはいえ、とても湿度が高いコンディション
のなか、選手たちは大いに頑張っていると思います。

クルーズ 由美子 君
青木 松枝 地区ロータリー平和センター委員長、本日はあり
がとうございます。

松下 幸夫 君
貝田さん、昨日は、お蕎麦とネクタイ、ありがとうござい
ました。早速、今日着けています。

入来 武久 君、朝山 浩 君、松下 幸夫 君、茂木 常夫 君、色摩 和恵 君、
谷口 一成 君、齊木 貴 君、小林 美和 君、石坂 想 君、妻鹿 琢生 君、
平野 和枝 君

RI 第 2590 地区平和センター委員長 青木 松枝 様、本日は
ようこそお越しくださいました。

戸川 俊雄 君、渡邊 敏久 君、宮崎 秀樹 君、大部 哲也 君、松波 登 君、
入来 武久 君、柳澤 信夫 君、武田 信平 君、朝山 浩 君、茂木 常夫 君、
色摩 和恵 君、谷口 一成 君、齊木 貴 君、小林 美和 君

クラブ奉仕委員長 貝田さん、本日のクラブフォーラムよろ
しくお願いいたします。


