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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2820例会	 平成 30 年 9 月 19 日（水）

親睦移動例会：箱根湯本・ホテル河鹿荘 
点　鐘 佐久間 馨 会長

司会と斉唱 松下 幸夫 会場監督
石原 安 ソングリーダー

「我等の生業」

出席報告
会員数 59 名 出席 23 名 欠席 36 名

（対象外 14 名） 出席率 51.11%
前々回訂正 欠席 23 名 MAKE UP 7 名

（対象外 8 名） 訂正出席率 81.13%
欠席者

クルーズ君 花田君 星野（博）君 市川君 生垣君 
入来君 石井君 貝田君 上山君 金子君 
北村君 小林（政）君 小林（美）君 甲田君 小泉君 
柾木君 松山君 妻鹿君 峯岸君 三平君 
三浦君 宮崎君 溝淵君 茂木君 野口（哲）君 
野口（隆）君 岡本君 大塚君 関君 世良君 
重田君 藁科君　 渡邊君 吉岡君 星野（妃）君 
豊見山君

会長報告 佐久間 馨 会長
1. 川崎鷺沼 RC より、創立 40 周年記念式典の礼状を

いただきました。
2. 米山梅吉記念館 50 周年記念事業特別寄附の趣意書

と地区からの依頼状が届いています。
　　会員１人当たり 2,800 円
　　※趣意書には 1 口 3,000 円 / 人とありますが、当
　　　地区では、毎年度地区資金より 200 円 / 人を寄
　　　付してきましたので、これを差し引き 2,800 円 /
　　　人の寄付依頼としましたとのことです。
　　　理事会にて検討します。

幹事報告 相良 久征 幹事
1. 地区からの来信
　①クラブ奉仕活動部門委員長会議開催のご案内
　　日時：10 月 9 日（火）15：00 ～ 17：00
　　場所：メモワールプラザソシア 21　4 階
　②米山カウンセラー研修会開催のご案内
　　日時：10 月 4 日（木）15：00 ～ 17：00

　　場所：メモワールプラザソシア 21　3 階
　　※カウンセラーハンドブック持参のこと
2. 他クラブ例会臨時変更
　　●川崎高津 RC
　　　10 月 11 日（木）移動例会 防災教室「南原小学校」
　　　10 月 25 日（木）移動例会 
　　　湯もみの里（センター南）　点鐘 18：00
　　　11 月 8 日（木）⇒ 10 日（土）移動例会
　　　地区大会
　　　11 月 15 日（木）～ 16 日（金）親睦移動例会　
　　　箱根湯本 ホテル河鹿荘
　　●川崎中央 RC
　　　10 月 15 日（月）1500 回記念夜間移動例会　
　　　川崎キングスカイフロント東急 REI ホテル 5 階

委員会報告
ゴルフ同好会

第 1 回 佐久間会長杯ゴルフコンペ
　　日時：9 月 19 日（水）
　　会場：湘南カントリークラブ
　　順位：優勝　　鍬崎 剛 様（佐久間会長ゲスト）
　　　　　 準優勝　金子 房一 会員
　　　　　 3 位　　小泉 正博 様（川崎中原 RC）

親睦会



ニコニコリポート
戸川 俊雄 君、若林 潤 君、川野 正久 君、大部 哲也 君、
小澤 秀昭 君、洪 征治 君、松波 登 君、柳澤 信夫 君、
波木井 輝昭 君、米山 元章 君、佐久間 馨 君、横山 芳春 君、
峯岸 雅宏 君、朝山 浩 君、帯谷 昌充 君、山川 哲史 君、
松下 幸夫 君、相良 久征 君、色摩 和恵 君、谷口 一成 君、
齊木 貴 君、石坂 想 君、平野 和枝 君、石原 安 君、
豊見山 徹 君


