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第2872例会	 令和元年 12 月 4 日（水）
（本年度第 19 回）

点　鐘 朝山 浩 会長
スマイル体操 石坂 想 親睦委員

司会と斉唱 大塚 正一 会場監督
生垣 繁 ソングリーダー

「君が代」「奉仕の理想」
お客様紹介 峯岸 雅宏 親睦委員

中原消防署 署長 石井 博道 様
 副署長 熊谷 智子 様
 予防係 係長 出口 弘 様
 予防係 柏木 鉄平 様
米山奨学生 リーデル , ティモ マリオ 君

出席報告 戸川 俊雄 出席副委員長

会員数 55 名 出席 32 名 欠席 23 名
（対象外 6 名） 出席率 65.31%

前々回訂正 欠席 23 名 MAKE UP 4 名
（対象外 7 名） 訂正出席率 75.00%
欠席者
花田君 星野（博）君 星野（妃）君 貝田君 上山君 
小林君 三平君 溝淵君 茂木君 野口（哲）君 
帯谷君 相良君 佐久間君 関君 世良君 
重田君 色摩君 末永君 谷口君 藁科君 
渡邊君 山川君 横山君 

お祝い 豊見山 徹 親睦副委員長
12 月祝事：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
 ● 配偶者誕生日
渡邊 朱子 様　柳澤 和子 様　宮下 由美子 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
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
石井 弘 会員　米山 元章 会員　松下 幸夫 会員

奨学金の贈呈 リーデル , ティモ マリオ 君
朝山 浩 会長より、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。

贈呈式

社会奉仕委員会の補助金より、少年消防クラブへジャンパー
60 枚の贈呈を行いました。

会長報告 朝山 浩 会長
1. 理事会報告
2.  12 月 18 日（水）は、年忘れ家族例会です。ご家族の皆様

にもご参加いただき、楽しい時間をお過ごしいただきたい
と思います。

幹事報告 野口 隆一 幹事
1. 地区からの来信

① IA 海外研修結団式開催のご案内
日時：12 月 14 日（土）17：30 ～ 18：30
会場：かながわ県民センター
※出席依頼：会長・幹事・青少年奉仕委員長・IA 委員長

② 第 58 回ロータリアン展（ロータリアンとそのご家族・友人
による絵画・写真・書画・彫刻・焼き物等展示）のご案内
日時：2020 年 4 月 10 日（金）～ 15 日（水）
会場：ギャルリーパリ GALERIE PARIS（KN 日本大通りビル 1F）
※ 4 月 11 日（土）16：00 当地区音楽同好会のご協力

によるサロンコンサートがあります。
2590 地区ロータリアンの美術親睦活動グループでは、
出展作品を募集中です。

③横浜東 RAC より例会のご案内
日時：12 月 14 日（土）17：30 ～ 19:00（登録開始 17:15）
場所：かながわ県民センター 603 会議室
内容：「自分だけのオリジナルクリスマスリースを作ろ

う！」講師 都倉 八重子 様（川崎中原 RC）
④ 12 月のロータリーレートのお知らせ

1 ドル =108 円　※ 11 月から変更なし
2. 他クラブ例会臨時変更

 ●川崎西北 RC
12 月 19 日（木）　クリスマス家族会 登戸「柏屋」 点鐘
18：00
12 月 26 日・1 月 2 日（木）　休会
1 月 10 日（金）　3RC 合同例会 ホテルモリノ新百合ヶ丘
点鐘 18：00



できなくとも、会長および出席委員長の判断により、メー
クアップと認めることができる。
→本日、承認されました。
※詳細は本日配布された資料をご確認ください。

【2022～ 2023年度	ガバナー候補推薦】
大塚 正一会員が川崎北 RC 総会の総意で 2590 地区のガバ
ナーノミニー（2020 ～ 2021 年度）に推薦されました。

大部 哲也 君
大塚会員はガバナー年度の 2023 年には RC 歴 17 年となり
ます。クラブ・地区では会長・幹事や川野ガバナー年度の
地区副幹事、その後も毎年のように地区委員長を務められ、
人望におきましても皆様ご存じのように十分に信頼のおけ
る人物であります。また、クラブからガバナーを輩出しま
すと、クラブ全員で支えなければガバナーの責務を果たす
ことができません。それにより、クラブの結束力は一層高
まることとなります。その成果は今後 10、15 年後クラブ
の力の源泉となって残ると信じております。

大塚 正一 君
60 周年記念旅行の宮古島で家内が皆様とご一緒させていた
だきました際に、私にガバナーをやらせるように勧められ
たそうで、今朝家内からは「必ず断ってくるように」と強
く言われていました。以前より大部会員、洪会員、小澤会
員にはこのことを勧められ、半年間この 3 名の先輩方を避
けていましたが、とうとう大部会員が会社にも乗り込んで
くるようになりました。しかしながら、せっかくいただい
た機会ですので、微力ながら川崎北 RC のためにガバナー
を務められるよう精一杯頑張って参りたいと考えています。 
大部会員、会員皆様、ご推薦をいただきましてありがとう
ございます。

【収支・中間報告】
本日配布された資料をご覧ください。

ニコニコリポート 松下 幸夫 副会場監督
朝山 浩 会長、戸川 俊雄 副会長、野口 隆一 幹事、
入来 武久 60 周年実行委員長

本日は、年次総会です。例年より議案数が多くなっており
ますので、スムーズな会の進行にご協力をお願いいたします。

武田 信平 君
J リーグ第 33 節、フロンターレ対横浜マリノス戦が 30 日
に行われました。マリノスのスピードに圧倒され、残念なが
ら 1 対 4 の完敗でした。7 日はいよいよリーグ最終節とな
りコンサドーレ札幌との戦いです。なんとしても勝利して順
位をひとつあげてもらいたいと思います。

米山 元章 君
先日の第 2回朝山会長杯で 2 位になりました。1 位になら
れた柾木会員、ゴルフ場でお目にかかることが多いですが、
例会場でもお会いしたいです。

柾木 永一郎 君 君
メンバーとハンデに恵まれて、先日、ロータリーゴルフコ
ンペで初優勝することができました。次回も優勝できるよ
うに頑張ります。

ビール同好会：戸川 俊雄 君、生垣 繁 君、宮崎 秀樹 君、
大部 哲也 君、洪 征治 君、柳澤 信夫 君、豊見山 徹 君

今日は、例会場からの景色がきれいです。元気に生活しま
しょう。朝山年度の年次総会です。あと半年、頑張ってく
ださい。

年次総会
【次期理事・役員候補者承認】

会長 松山 直樹 君　既決
歴史と伝統のある川崎北 RC の名に恥じぬよう非力ではござ
いますが、喜んでお受けさせていただきます。一生懸命頑
張りますので、皆様ご協力の程をよろしくお願いいたします。

副会長 洪 征治 君
松山会長をフォローしながら頑張って参りますので、皆様
どうぞよろしくお願いいたします。

理事 波木井 輝昭 君
松山会長に強引に押されまして、理事に就任いたします。
社会奉仕、職業奉仕と経験しました。次は国際奉仕かと内
心覚悟しています。依頼されたからには頑張りますので、
よろしくお願いいたします。

理事 石坂 想 君
ある日の例会で、たまたま松山会長の隣に座ったことがきっ
かけで理事に選任されたような気がしますが、選んでいた
だいたからには、松山会長、洪副会長、谷口幹事の下、一
生懸命頑張ります。よろしくお願いいたします。

会計 宮下 和也 君
今年度に引き続き、次年度も会計を務めさせていただきます。
まだ皆様のお役に立てていない中ではございますが、一生
懸命やって参りますので、引き続きよろしくお願いいたし
ます。

2021 ～ 2022 年度会長 峯岸 雅宏 君
翌々年度の会長にご指名をいただきました。来年一年間、
松山会長を見て、翌年に備えてしっかりと準備をしていき
たいと考えています。よろしくお願いいたします。

理事 帯谷 昌充 君、理事 山川 哲史 君、幹事 谷口 一成 君
本日欠席のため、後日スピーチをいただきます。

理事 朝山 浩 君（無任所・既決）
【クラブ細則改正案】

2019 年度のクラブ標準定款により、メークアップ期間が「年
度内」という規定に変更になった。川崎北 RC もクラブ標準
定款の規定に従い、メークアップ期間を「年度内」とする
ことを提案すると同時に、以前より別途定めているメーク
アップ期間を規定しているクラブ細則第 6 条を以下のよう
に変更することを提案する。
改訂後

出席に関する例外規定：クラブ運営の現状を鑑み、クラ
ブ定款第 10 条第 7 節に基づき以下の規定を定めるものと
する。
第 1 節：一般規定
各会員は本クラブの例会、あるいは衛星クラブの例会に
出席し、本クラブの奉仕プロジェクト、行事、およびそ
の他の活動に参加すべきである。会員が、ある例会に出
席したものとみなされるには、その例会時間の少なくと
も 50％に出席することを必要とする。また、例会前の準
備および例会後の片付けのため、例会場にてクラブ運営
への奉仕があった場合、その貢献度により、例会に参加


