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第2875例会	 令和 2 年 1 月 8 日（水）
（本年度第 22 回）

点　鐘 朝山 浩 会長
スマイル体操 山川 哲史 親睦委員

司会と斉唱 大塚 正一 会場監督
石坂 想 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
石井 伸二 様（横須賀北 RC）
妻鹿 会員ゲスト
 山本 喜正 様
米山奨学生 リーデル , ティモ マリオ 君

出席報告 小澤 秀昭 出席委員長

会員数 55 名 出席 33 名 欠席 22 名
（対象外 8 名） 出席率 70.21%
前々回訂正 欠席 26 名 MAKE UP 5 名

（対象外 9 名） 訂正出席率 71.74%
欠席者
花田君 星野（博）君 星野（妃）君 生垣君 石井君 
貝田君 上山君 北村君 小林君 柾木君 
三平君 溝淵君 茂木君 野口（哲）君 関君 
世良君 重田君 色摩君 豊見山君 藁科君 
渡邊君  米山君

鏡開き 2020 年 年男（子年）

金子 房一 会員、松波 登 会員
入来 武久 会員、松下 幸夫 会員

新年乾杯の挨拶 戸川 俊雄 副会長

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。

会長報告 朝山 浩 会長
理事会報告 

幹事報告 野口 隆一 幹事
1. 地区からの来信

① 2020-21 R 財団プログラムに参加するためのクラ
ブ参加資格認定 ：覚書（MOU）の提出依頼



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

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願
いいたします。いよいよ本年 3 月 4 日に 60 周年記念式
典を開催いたします。皆様のご協力をお願いいたします。

岡本 徳彌 君
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお
願いいたします。

小泉 昌彦 君
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお
願いいたします。賀状ありがとうございました。

金子 房一 君
新年おめでとうございます。

出席委員会：小澤 秀昭 君、戸川 俊雄 君、生垣 繁 君、
若林 潤 君

あけましておめでとうございます。
ロータリー財団委員会：齊木 貴 君、川野 正久 君、
若林 潤 君

あけましておめでとうございます。昨年は皆様に多大な
ご協力をいただきました。誠にありがとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

桐蔭学園 OB：川野 正久 君、帯谷 昌充 君、松下 幸夫 君、
石坂 想 君、妻鹿 琢生 君

母校の桐蔭学園高校のラグビー部優勝を祝して。
ビール同好会：戸川 俊雄 君、宮崎 秀樹 君、大部 哲也 君、
洪 征治 君、柳澤 信夫 君

あけましておめでとうございます。本年もよろしく頼
みます。ビール同好会も新会員を募集しております。
勇気のある方、お待ちしております。

松下 幸夫 君、クルーズ 由美子 君
あけましておめでとうございます。皆様、年賀状ありが
とうございました。本年もよろしくお願いいたします。

松波 登 君、佐久間 馨 君、松山 直樹 君、相良 久征 君、
谷口 一成 君

皆様、あけましておめでとうございます！！ 2020 年が
当クラブにとってますます発展の年になりますように。
そして創立 60 周年記念式典が無事迎えられるよう頑
張りましょう。

武田 信平 君
皆様、あけましておめでとうございます。今年は、12
月にアンプティサッカーの国際親善試合を開こうと計
画しています。海外から 4 チームを招き、日本からは
2 チームを選抜して 6 チームでの大会です。日本のレ
ベルアップもさることながら、パラリンピック後に障
害者スポーツの灯を消さないことも目的です。何しろ
初めての試みであり、準備も途に就いたばかりですが、
何とか成功させるために頑張りたいと思います。

SAA：大塚 正一 君、横山 芳春 君、帯谷 昌充 君、
松下 幸夫 君

新年あけましておめでとうございます。残り半年、よ
ろしくお願いいたします。

松山 会長エレクトと峯岸 会長ノミニーの署名を付
して、提出いたします。

② ロータリーレート変更のお知らせ
1 月より、1 ドル＝ 110 円に変更　（12 月は 108 円）

2. 他クラブ例会臨時変更
 ● 川崎とどろき RC
1 月 20 日（月）　休会
1 月 27 日（月）　第 2 グループ 6RC 合同例会 ホテル
精養軒 点鐘 18：00
 ● 川崎鷺沼 RC
1 月 22 日（水）　休会
1 月 29 日⇒ 27 日（月）　第 2 グループ 6RC 合同
例会 ホテル精養軒 点鐘 18：00
 ● 川崎中 RC
1 月 21 日（火）　職場訪問移動例会
・ケアホスピス中原
・障がい児通所運動療育リハビリセンター 鹿島田センター
1 月 28 日⇒ 27 日（月）　第 2 グループ 6RC 合同
例会 ホテル精養軒 点鐘 18：00
 ● 川崎百合丘 RC
1 月 21 日（火）　職場訪問 米山梅吉記念館
 ● 川崎 RC
1 月 31 日（木）　休会
お祝い 峯岸 雅宏 親睦委員

1 月祝事：おめでとうございます !

 ●会員誕生日
大部 哲也 会員、洪 征治 会員、大塚 正一 会員 
クルーズ 由美子 会員
 ●ご夫人誕生日
石井 静子 様、野口 テル 様、貝田 千恵子 様 
溝淵 由美子 様、米山 麻千子 様、入来 和美 様 
茂木 さゆり 様
 ●結婚記念日
波木井 輝昭 会員、野口 隆一 会員、色摩 和恵 会員
 ●入会記念日
金子 房一 会員、野口 哲志 会員、洪 征治 会員 
松波 登 会員、上山 剛志 会員

ニコニコリポート 入来 武久 副会場監督
石井 伸二 様（横須賀北 RC）

いつもお世話になり、ありがとうございます。


