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川崎北ロータリークラブ会報

第2937例会	 令和 3 年 6 月 23 日（水）
（本年度第 33回）

点　鐘 松山 直樹 会長
司会と斉唱 横山 芳春 会場監督

「手に手つないで」
お客様紹介 松山 直樹 会長

妻鹿会員ゲスト 司法修習生　木村 諒汰 様
米山奨学生　毛 雲帆（モウ ウンホ）さん

出席報告

会員数 49 名 出席 49 名 欠席 0 名
（対象外 0 名） 出席率 100%

米山奨学金贈呈 松山 直樹 会長
松山 直樹会長より、毛 雲帆（モウ ウンホ）さんに米山
記念奨学金の贈呈が行われました。

こんにちは。中国	大連出身のモウ ウンホです。慶應義
塾大学文学部	国文学専攻の 3年生です。「中島敦」の文
学を勉強するために日本へ留学しました。
「雲帆」という名前は、李白の詩にあり「長風が吹いて
波を逆巻かせるときが必ず来る、そのときには船に帆を
かけて滄海を渡ろう」という意味です。
この度、ロータリー米山記念奨学金を受けることがで
き、感謝の気持ちでいっぱいです。私は人とのつなが
りを大切にし、社会に役立つ人材を育てる米山の精神
に共感しています。これからの 2年間、自分の成長に
つなげる機会として大切にし、皆さんとの交流を楽し
みにしています。どうぞよろしくお願いします。

会長報告 松山 直樹 会長
地区大会の表彰品が届きましたのでお渡しいたします。

おめでとうございます !
〇長寿会員表彰 記念品

星野 博 会員、石井 弘 会員、甲田 博康 会員、
柳澤 信夫 会員、生垣 繁 会員、野口 哲志 会員、
若林 潤 会員、大部 哲也 会員

〇米山記念奨学会より
・米山功労法人 表彰盾

税理士法人野口会計事務所様
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※ 詳細は、6 月 4 日送信のメールをご確認ください。
2. 他クラブ例会臨時変更

 ●川崎宮前 RC
7 月 6 日（火）休会
7 月 13 日 ･20 日（火）通常例会
※ 新年度も例会日は基本的に毎月第 1・第 2・第 3

火曜日となります。
 ●川崎高津南 RC
7 月 5 日 ･12 日（月）定例会 点鐘 18：30
7 月 19 日 ･26 日 ･8 月 2 日 ･9 日 ･16 日 ･23 日・
30 日（月）休会ならびに例会なし
※第 3 週・第 5 週例会なし

委員会報告 大塚 正一 会員
国際ロータリークラブ、川崎北ロータ
リークラブを知っていただくため、在籍
会員の入会後の声、卓話の講演者一覧、
奉仕活動内容などを盛り込んだ冊子を
作成いたしました。ぜひ、次年度の新会
員勧誘にお使いください。
※大塚または事務局にお声掛けください。

お祝い クルーズ 由美子 親睦委員長
松田 卓也 親睦委員

5 月祝事：おめでとうございます !
 ●会員誕生日
宮崎 秀樹 会員　松山 直樹 会員　重田 洋一 会員
横山 芳春 会員　末永 直 会員
 ●配偶者誕生日
星野 和子 様　松山 雅代 様
 ●結婚記念日
貝田 洋 会員　松山 直樹 会員　柾木 永一郎 会員
妻鹿 琢生 会員
 ●入会記念日
柾木 永一郎 会員　宮下 和也 会員

川崎北ロータリークラブ

─ 親睦と奉仕 ─

・8 千万円達成クラブ 感謝状

〇ロータリー財団より
END PORIO NOW 感謝状

幹事報告 谷口 一成 幹事
1. 地区からの来信

①  第 2 回青少年交換（YE）アンケート結果が届いて
おります。（回覧）

②  次年度の地区資料と、各 RC より地区に報告の各種
フォームが届きました。
次年度会長・幹事にお渡し済です。

③  国際ロータリー第 2590 地区「Web ロータリアン
マップ」完成 ･ 公開のご案内（再度）
ロータリアン同士が相互に支えるための仕組みと
して作成。地区内で飲食店、旅行業を営んでいる会
員の皆様はじめ、多くの皆様にマップへ情報掲載い
ただきご活用いただきたいとのことです。

SAM
PLE



6 月祝事：おめでとうございます !
 ●会員誕生日
柳澤 信夫 会員　貝田 洋 会員　戸川 俊雄 会員
豊見山 徹 会員　宮下 和也 会員
 ●配偶者誕生日
若林 征矢子 様　豊見山 亜矢子 様　末永 雅代 様
 ●結婚記念日
小澤 秀昭 会員　峯岸 雅宏 会員
 ●入会記念日
戸川 俊雄 会員　波木井 輝昭 会員　松山 直樹 会員
谷口 一成 会員　藁科 義弘 会員　末永 直 会員
松田 卓也 会員

退任のご挨拶
宮崎 秀樹 米山記念奨学委員長
今年度も普通寄付金5,000円、
特別寄付金20,000円 /人以上
の目標を達成いたしました。皆
様のご協力に感謝いたします。
また、当クラブの米山記念奨
学への寄付額が、8 千万円を達
成いたしました。ご協力いた
だきありがとうございました。

小澤 秀昭 ロータリー財団委員長
今年度も目標達成いたしまし
た。ご協力いただきありがと
うございました。また、委員
の皆様ありがとうございまし
た。

洪 征治 インターアクト委員長
今年度後半に、Zoom による
例会を 2回開くことができま
した。次年度も、インターア
クト委員長を務める予定です
ので、ぜひとも皆様のご協力
をお願いいたします。

石坂 想 青少年奉仕委員長
地区側として、高校に対し、
積極的なアプローチをせず、
初動が遅かったことが反省点
です。しかしながら今年の春
以降、インターアクトクラブ
担当	中島	健太先生とコンタク
トを取り、来年度へつなげる
ことができました。

波木井 輝昭 国際奉仕委員長
例年のような華やかな奉仕活
動はできず、非常に残念に思
います。次年度の委員長に協
力して参ります。

帯谷 昌充 職業奉仕委員長
クラブフォーラムは、例年通り
開催できたものの（Zoom）、職
場訪問はできませんでした。委
員会活動を通して職業奉仕の理
念を理解し、意識を喚起させ、
職業奉仕を実践する計画を立て
ていましたが、オンライン例会
のため、会員同士の職業につい

て、相互理解を深めることは難しい 1年となりました。

妻鹿 琢生 会員増強委員長
2 年連続で委員長となり、今
年は昨年のリベンジを試みま
したが、この状況下ではなか
なか難しい結果となりました。
それでも今月初旬には、高橋
会員、星野会員を迎え、嬉し
く思っております。次年度は、
委員として朝山委員長を支え

てまいります。また、職業分類を整えましたので、ぜ
ひご活用ください。

柳澤 信夫 会員選考委員長
今年度の始めに 1名の新入会
員の話がありましたが、諸事
情により流れました。年度末
になり、急遽 4～ 5名若手の
方の選考を行いました。当ク
ラブはここ 2年程、高齢の退
会者が多い傾向にあり、クラ
ブを活性化させるには、やは

り新会員の獲得がキーとなります。ご協力の程よろし
くお願いいたします。

川野 正久 戦略計画委員長
活動できていないことに大変反
省しております。現状では、理
事以外の会員は、各委員会がど
のような活動をしているかを把
握する機会が少ないため、今後
は例会などで発表し、シェアす
る時間を作るべきだと思います。



また、会員同士の相互理解が不足しており、会員が自由
に発言できるきっかけや場を設けていただきたいです。
私が SAA を務めた際（2回）には、会員同士の相互理
解を深めるため、月初に 2～ 3名で短い会員卓話を行っ
ていました。
将来の指導者となるべき方々がクラブ活性化をはかり、
クラブとしての方向性決めを行うためにロータリーを
学ぶ環境として、RLI が企画されています。当クラブか
らは戸川さん、大塚さん、松下さん、私が委員として
選出され、学ぶ環境は十分に整っています。会員皆様、
次年度はぜひともご参加ください。
また、会員数は 50名を切りました。委員長だけでなく、
委員も当クラブを PR し、新しい方を育てていきましょ
う！

クルーズ 由美子 親睦委員長
夜間例会が中止となりました
が辛うじて、通常例会でタイム
リーなトピックの卓話を行っ
ていただきました。柳澤会員、
ありがとうございました。
また、キャリア教育に取り組
む認定 NPO 法人「キーパー
ソン 21 様」のセミナーを来

期に行う引継ぎをいたしました。

大塚 正一 クラブ会報委員長
来期もコロナにより、外部に
卓話を依頼することが難しい
分、会員卓話が多くなると聞
いています。会員の方は原稿
の作成をお願いいたします。
また、近年では会報誌以外の
配布物も会報係に任せている
状況ですが、本来は各委員の

仕事です。次年度は、クラブの活性化も含め、各委員
が責任を持ち行ってください。

米山 元章 出席委員長
本来は例会時に出席率の発表
がありますが、コロナの影響
により自由出席となり、出番
があまりないように感じた 1
年でした。オンライン例会が
開催されたことにより、それ
なりに例会として成立し、親
睦をはかれたのではないで

しょうか。しかし、本日のように直接会い、親睦を深
めることが、ロータリーの真髄であります。無事コロ
ナが終息し、通常通り例会が開催され、親睦活動が活
発になり、クラブが盛り上がること祈っています。

ニコニコリポート 朝山 浩 副会場監督
松山 直樹 会長、洪 征治 副会長、谷口 一成 幹事

皆様お久しぶりです。今日から通常例会を再開いたし
ます。会員の皆様にはご不便をおかけいたしました。
今年度も残りわずかになりましたが、よろしくお願い
いたします。本日は、米山奨学生 毛 雲帆さん、妻鹿
会員ゲスト 司法修習生 木村 諒汰 様、ようこそいらっ
しゃいました。

武田 信平 君
フロンターレは、アジアチャンピオンズリーグ・グ
ループステージを戦うためにウズベキスタンの首都タ
シケントに遠征しました。同国での集中開催となりま
すが、中 2 日で 6 試合という大変厳しい日程での戦
いです。第 1 戦は 27 日午前 1 時から韓国の大邸（テ
グ）FC との戦い、DZAN（ダゾーン）で中継されます。
なお、主力の田中 碧（タナカ アオ）選手が海外移籍
の調整のため本大会には参戦しないことになりました。
また、オリンピック代表が発表され、フロンターレか
らは、三笘 薫（ミトマ カオル）選手、旗手 玲央（ハ
タテ レオ）選手、田中 碧選手が選出されました。

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、松下 幸夫 君

久しぶりの例会ですね。気が付いたら、退任の挨拶に
なっていました。残念な 1 年でしたが、それなりの経
験もできましたね！松山年度、お疲れ様でした。

横山 芳春 君
戸川さん、先日は、ごちそうさまでした。

親睦委員会：クルーズ 由美子 君、石坂 想 君、
松田 卓也君、高橋 純司 君

久しぶりに皆様にお会いできて嬉しいです。本日も例
会を楽しみましょう。

SAA：横山 芳春 君、朝山 浩 君、齊木 貴 君
残り 2 回の例会となりましたが、進行にご協力くださ
い。よろしくお願いいたします。

例会の様子
4 月 21 日の例会以降、オンラインではつながっていた
ものの、久しぶりに会場での例会が開催され、会員皆
様楽しそうな例会となりました。今年度の米山記念奨
学生の毛 雲帆（モウ ウンホ）さんともようやく顔合わ
せができました。


