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第2830例会	 平成 30 年 12 月 5 日（水）

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 佐久間 馨 会長
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 57 名 出席 35 名 欠席 22 名

（対象外 4 名） 出席率 66.04%
前々回訂正 欠席 25 名 MAKE UP 6 名

（対象外 6 名） 訂正出席率 75.00%
欠席者

クルーズ君 花田君 星野（博）君 星野（妃）君 石坂君 
上山君 小林（政）君 柾木君 松波君 峯岸君 
三平君 溝淵君 茂木君 野口（哲）君 帯谷君 
関君 世良君 重田君 色摩君 豊見山君 
藁科君 山川君

お祝い 横山 芳春 親睦委員
おめでとうございます !

 ●会員誕生日
渡邊 敏久 会員　三平 憲志 会員
 ●ご夫人誕生日
吉岡 トラ代 様　渡辺 朱子 様　柳澤 和子 様
帯谷 さおり 様　関 恵美 様　野口 優子 様
柾木 ルミ子 様　石坂 加奈 様
 ●結婚記念日
吉岡 憲士 会員　小泉 昌彦 会員　関 孝篤 会員
 ●入会記念日
三平 憲志 会員
 ●年間出席率 100％以上
市川 清 会員　石井 弘 会員　米山 元章 会員
帯谷 昌充 会員

奨学金の贈呈 リーデル ティモ マリオ君
佐久間会長により、リーデル ティモ マリオ君に米山記
念奨学金の贈呈が行われました。

会長報告 佐久間 馨 会長
地区より、2021 ～ 22 年度ガバナーノミニー候補者の
推薦依頼のご案内
•  クラブは、自クラブに所属する会員を1名だけガバナー

ノミニーに推薦可能。
•  推薦は、候補者を推薦するクラブの例会で採択された

決議という形式で、文書により提出する。提出の際は、
この決議がクラブ幹事によって正式に証明されたこと
を示すため、クラブ幹事の署名入りで提出する。
提出締切：2019 年 1 月 30 日（水）
提出先：国際ロータリー第 2590 地区ガバナー宛（郵送）

幹事報告 相良 久征 幹事
1.  中原地区消防出初式および消防関係 6 団体賀詞交歓

会のご案内
日時：2019 年 1 月 6 日（日）10：00 ～ 11:30/12：00 ～
会場：等々力緑地催し物広場 / 会館「とどろき」

2. 他クラブ例会臨時変更
 ●川崎西 RC
1 月 4 日（金）　休会

委員会報告
60 周年実行委員会　入来 武久 委員長

今月から今年度分の 60 周年記念に向けた積み立ての
集金が始まります。1 人当たり 15,000 円徴収させて
いただきます。

インターアクト委員会　洪 征治 委員長
インターアクト海外研修 結団式開催のご案内
日時：2018 年 12 月 15 日（土）17：00 ～ 18：00
会場：聖ヨゼフ学園

年次総会
次期理事・役員候補者承認
会長　朝山 浩 君

昨年度皆さまにご指名いただいてから早 1 年が経ちま
した。理事・役員の皆さま、ご迷惑をお掛けしますが、



幹事　野口 隆一 君
今年度から財政改革を相良幹事と共にお手伝いさせて
いただいおり、60 周年実行委員会の会計も務めてお
ります。皆さまからご負担金を例年より多めに頂いて
いますが、それなりに形になるよう知恵を絞っており
ます。60 周年の記念を終えた後にも、今後長く持続
可能な財務の仕事も行ってまいります。

会計　石原 安 君
クラブのことも含めまだまだ未熟ですが、こちらには、
たくさんの会計のプロフェッショナルがいらっしゃい
ますので、微力ながら朝山次年度会長を支え、自分な
りの考えを提言させていただきたいと考えております。

2020 ～ 2021 年度会長　松山 直樹 君
皆さまにご承認をいただいたからには、喜んでお受け
させていただきます。私は平成 16 年に入会しまして、
任期中に還暦を迎えます。任期中に自分が出来る範囲
で１つ目標を決め、その間皆さまからの助けをお借り
しますが、必ず成果を残したいと考えております。

ニコニコリポート 松下 幸夫 会場監督
佐久間 馨 会長、貝田 洋 副会長、相良 久征 幹事

12 月に入って年末が近づいてきました。暖かい日が
続いていますが、皆さま体調に気を付けて例会に参加
していきましょう。

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

本日は、年次総会です。年末のロータリーの行事おめ
でとうございます。米山奨学生のティモ君が、皆さま
にドイツのお菓子をプレゼントしてくれました。とて
もうれしいことです。

宮崎 秀樹 君、入来 武久 君、米山 元章 君、横山 芳春 君、
大塚 正一 君、朝山 浩 君、野口 隆一 君、谷口 一成 君

60 周年記念例会を会員皆さま、および来賓の方々に
お知らせするためのポスターを作りました。毎例会時
に入口に掲示します。

どうぞよろしくお願いいたします。来年度は 60 周年
の記念を控えておりますので、会員皆さまのお力をお
借りして成功させたいと思っております。楽しい 1 年
を皆さまと過ごせるよう、ご協力の程よろしくお願い
いたします。

副会長　戸川 俊雄 君
今回が 2 回目の副会長になりますが、クラブ奉仕担当
として会長を補佐し、理事会の皆さまと協力し合って
会長を盛り上げていきたいと思います。当クラブは川
崎市で 2 番目に古いクラブです。さすが歴史ある川崎
北 RC の朝山会長と言ってもらえるよう、盛り上げて
いきましょう。来年度は更に 60 周年の記念を控えて
おりますので、会員皆さまのご協力お願いいたします。
出席率を上げていくよう、皆さま心掛けをお願いいた
します。

理事　横山 芳春 君
来年は私がクラブに入会して 13 年目となります。理事
は 2 回目になりますが、まだまだ勉強不足な部分が多々
ございます。せっかく理事を経験させていただけるの
で、また 1 から勉強させていただきたいと思っていま
す。来年度はクラブ 60 周年の記念の節目の年でもあり、
私は 60 周年実行委員も務めさせていただいております
ので、パイプ役として関連性を持ち、力の限り頑張っ
ていきます。皆さまもご協力お願いいたします。

理事　松下 幸夫 君
今年度は佐久間会長から意図をもって任命していた
だき SAA を務めさせていただきました。また、以前、
石井会員から教わった「ロータリーは人づくり」と
いう言葉を噛みしめながら、来年度も人づくりに励み、
朝山次年度会長を支えていきます。

理事　宮崎 秀樹 君
川崎北クラブで久しぶりの大役を務めさせていただき
ます。クラブに入って 35 年目になり、インパクトの
ある理事を務めたいと思っております。戸川会員が
おっしゃっていたように、どのように出席率を上げる
かを皆で語り、1 人でも多くの方が 60 周年の記念に
参加できるような例会にできればと心ひそかに思って
います。これは 1 人でできることではなく、理事会全
員の大きなパワーと、それに応える会員の強い気持ち
が必要です。出席率を上げるために皆で努力しようと
思わせるよう、役を務め上げたいと思います。60 周
年実行委員会を盛り上げ、活気あるクラブにしていき
ましょう。

理事　佐久間 馨 君（無任所）
来年度は無任所の理事として、内閣でいう国務大臣の
ように、現役が迷ったときにアドバイスするような立
場になります。次年度会長の朝山さんとの繋がりは、
以前 SAA を務めた際に、直前 SAA だった朝山さんに
よく助けていただきました。朝山次年度会長をサポー
トしつつ、今年度から相良会員と始めた財政改革を継
続して行っていきます。


