
No.2938

2020 － 21 年度　　国際ロータリーのテーマ
『ロータリーは機会の扉を開く』
RI 会長　　ホルガー・クナーク

川崎北ロータリークラブ会長の方針
『ONE TEAM』
会長　松山 直樹

会　長　松山 直樹 幹　事　　谷口 一成 会報委員長　　大塚 正一
事務所：〒211-0063　川崎市中原区小杉町 3-70-4 ホーユウパレス武蔵小杉 104　℡ 044-722-8037　メール：knrc@nifty.com
URL：http://kawasaki-north-rc.blue.coocan.jp/ 例会：毎週水曜日　12：30 二子玉川エクセルホテル東急

川崎北ロータリークラブ会報

第2938例会	 令和3年6月30日（水）
（本年度第34回）

点　鐘 松山 直樹 会長
司会と斉唱 横山 芳春 会場監督

「日も風も星も」
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%

お客様紹介 松山 直樹 会長
川崎鷺沼 RC　小川 湧三 様
横浜南央 RC　半澤 剛 様

会長報告 松山 直樹 会長
1.	理事会報告
2.	第 2 グループ現・次期合同	会長・幹事会の報告

幹事報告 谷口 一成 幹事
1.	地区からの来信
①		本年度の地区大会記念誌配送のご連絡が届いています。
届き次第皆様にお渡しいたします。なお、YouTube地区大
会は引き続き公開しておりますので、ぜひご視聴ください。

②		地区ローターアクト年次大会の記念誌が届いております。
2.	川崎いのちの電話より、広報誌が届きました。
3.	他クラブ例会臨時変更
	●川崎とどろき RC
7 月 12日 ･26 日（月）通常例会　点鐘 12：30
7 月 19 日（月）休会
	●川崎中 RC
7 月 13日 ･27 日（火）通常例会　点鐘 12：30
7 月 20 日（火）休会
	●横浜あざみ RC
7 月 9 日（水）移動例会あざみ野「四季	花りん」点鐘
12：30
7 月 14 日 ･21 日（水）休会
	●川崎マリーン RC
7 月 22日・29日（木）休会

退任のご挨拶
山川 哲史 社会奉仕委員長
中原区民が集う大きなイベントはことご
とく中止になってしまいましたが、以下
の活動を行いました。
・他地区被災地支援
・かわさき鈴虫祭り協賛金
・中原防犯協会へ防犯グッズ寄贈

相良 久征 研修委員長
活動目標の達成が難しい状況が続きました
が、松山会長の熱心な増強活動により、年
度末に新会員を迎え、我々の委員会活動を
終えることができました。

佐久間 馨 プログラム委員長
来年度もプログラム委員として活動いた
します。今年度卓話を予定していたゲス
トに再度アプローチするなど、さまざま
な情報が聞けるような良いプログラム作
りを行って参ります。

横山 芳春 会場監督
大塚さん、妻鹿さんのご協力のもと、今
年度からオンライン例会が始まりました。
ありがとうございました。また、会場監
督として、ニコニコに対する積極的なお
声掛けが弱かった点を反省しております。
この寄金は、奉仕活動に関わりますので、

次年度は皆様ご協力よろしくお願いいたします。

宮下 和也 会計
社内の移動により、年度後半は野口副会
計に負担をかけ、申し訳ございませんで
した。活動が制限されたこともあり、会
計として余裕があったように感じます。
また、本日を持ちまして川崎北 RCを退会
となります。来月からは後任の鈴木が入

会させていただきます。ご指導の程よろしくお願いいたしま
す。ありがとうございました。

洪 征治 副会長
クラブ奉仕委員会の会合を開けなかった
のが心残りですが、松山会長、谷口幹事
の柔軟な対応のおかげで何とかクラブの
運営ができました。ありがとうございま
した。

谷口 一成 幹事
会員皆様、今年一年間大変お世話になり
ました。ありがとうございました。コロ
ナ禍で会員の皆様には、ご不便をかけ、
申し訳ございませんでした。
休会を取り入れざるを得ない状況が続き



ニコニコリポート 朝山 浩 副会場監督
川崎鷺沼RC　小川 湧三 様
お世話になります。

川崎中原RC　小林 正樹 様、神谷 直 様
松山会長、谷口幹事、一年間お疲れ様でした。ありがとうございました。

横浜南央RC　半澤 剛 様
新年度の 7月以降、貴クラブにお世話になることになりました。よ
ろしくお願い申し上げます。

松山 直樹 会長、洪 征治 副会長、谷口 一成 幹事
本日、今年度の最終例会となります。一年間大変お世話になりまし
た。ありがとうございました。コロナ禍で会員の皆様には、ご不便
をかけ申し訳ございませんでした。早く元の例会が開けるようにな
るといいですね。小川様ようこそいらっしゃいました。半澤様、よ
うこそいらっしゃいました。来月からよろしくお願いいたします。

松山 直樹 会長、戸川 俊雄 君、洪 征治 君、佐久間 馨 君、
横山 芳春 君、大塚 正一 君、相良 久征 君
今週月曜日に新入会員研修を行いました。半澤様、鈴木様、今後の
ご活躍を期待しています。よろしくお願いいたします。

石井 弘 君
会長、幹事、理事の皆様、厳しい環境の中、クラブ運営ご苦労様でした。

川野 正久 君
松山会長、谷口幹事、一年間ご苦労様でした。

武田 信平 君
ウズベキスタンで開催されているアジア・チャンピオンズリーグ
第 1節、フロンターレは 27日午前 1時よりグループ内では最も手
強い韓国の大邸（テグ）FC と戦いました。先制され追いつき、離
され追いつき、遂に逆転、勝利はしましたが大変苦しい戦いでした。
ソンリョン選手がスーパーセーブで PKを阻みましたが、これがな
かったら危なかったかも知れません。第 2節は今日午前 1時より
北京 FCと戦いました。先発を 6人入れ替えて臨みましたが、実力
差があり 7対 0で勝利しました。

ロータリー財団：小澤 秀昭 君、柳澤 信夫 君、松波 登 君
会員の皆様、一年間ロータリー財団にご協力いただきありがとうご
ざいました。

米山 元章 君
松山会長、谷口幹事、理事の皆様、一年間ご苦労様でした。例年と
は違う例会の開催方法だったり、計画していたことが実行できない
など、不完全燃焼の一年だったのではないでしょうか。お疲れ様で
した。

小林 政男 君
久しぶりです。

宮下 和也 君
お世話になりました。後任も引き続きよろしくお願いいたします。

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
今年の梅雨はカラ梅雨かな？でも、会長の心は晴々かな？なんだか
ニコニコしています！松山会長、谷口幹事、お疲れ様でした。あり
がとう。来期峯岸年度も、ビール同好会も頑張るよー！

親睦委員会:クルーズ 由美子 君、相良 久征 君、色摩 和恵 君、
松田 卓也 君、高橋 純司 君、星野 将史 君
松山会長、谷口幹事、一年間ありがとうございました。会員の皆様
からのご協力のおかげで、一年間活動できました。ありがとうござ
いました。

SAA:横山 芳春 君、朝山 浩 君、末永 直 君
例会運営に一年間ご協力いただきありがとうございました。

ましたが、年明けからはオンライン例会が始まり、現在では
ハイブリッド例会まで開催できるようになりました。このよ
うな状況下で毎回柔軟に対応していただきましたホテルの皆
様、ありがとうございました。それから、会員の皆様、全て
の活動にご協力いただきありがとうございました。そして、
松山会長、イレギュラーなことが立て続けに起こる中、クラ
ブをリードしていただき、ありがとうございました。

松山 直樹 会長
皆様のご支援により、伝統ある川崎北ロー
タリークラブの会長を務めさせていただい
たことに心より感謝・御礼を申し上げます。
会長ノミニー決定から本日まで約一年半、
その重圧は大きく、イチロー選手は『重
圧のかかる選手であることは誇りに思う』

と言っておりますが、私は誇りだと実感する余裕などありま
せんでした。また、将棋の羽生九段の言葉に『人は追い込ま
れないと深く考えないし、そういうプレッシャーの中でしか
真の実力は養えない』とありますが、この機会が私にとって
最高の試練の場であり、ありがたいことと鼓舞して参りまし
た。本来、会長はリーダーシップを発揮し、より良いクラブ
づくりへの舵取りをすべきですが、今思えば、私が会長を務
めさせていただいたことが、今年度の RI テーマである「ロー
タリーは機会の扉を開く」どおりであり、まさしく会員の皆
様が、私の機会の扉を開いてくださったのだと気づきました。
この一年の悲報は、コロナがいまだ収束しない状況というこ
とです。一方、朗報は、大谷選手が日本人ピッチャーであり
ながら、現在MLB本塁打ランキングトップという予期せぬこ
とです。今や「予期せぬ」という言葉はないようで、何が起
きてもおかしくない時代です。
チャールズ・ロバート・ダーウィンの言葉に『最も強い者が生き
残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き
残ることができるのは、変化できる者である。』とあります。ロー
タリークラブも激変の時代にスピーディーに適切な対応ができ
る柔軟な組織でなければ、生き残れないと実感いたしました。
本来は会場に集まり、例会で親睦を深めることが最重要です
が、昨年は休会が続きました。しかし、年頭に大部会員より
貴重なご提案をいただいたことによりオンライン例会を始め
ることができました。ロータリー活動に満足いただけるには
程遠い一年でしたが、皆様のご協力によりファイナル例会を
迎え、次年度の峯岸会長・松下幹事にバトンを渡せたことに、
安堵いたしております。皆様に育てていただいたご恩を、微
力ながら次年度のお手伝いとさせていただきます。
洪副会長、諸先輩方との橋渡しをいただきありがとうございま
した。また、本日を迎えられたのは何と言っても、谷口幹事の
迅速果敢な対応のお陰です。ご心労おかけし申し訳ございませ
んでした。感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうご
ざいました。各理事・委員長、頼りない会長を支えていただき、
ありがとうございました。事務局の岩崎さん、会報の眞鍋さん、
お疲れ様でした。いつも笑顔で、不安な心にやすらぎをいっぱ
いいただきました。二子玉川エクセルホテル東急の皆様、予定
変更ばかりにもかかわらず素晴らしい設営に感謝いたします。
会員皆様とご家族様のご健勝とご多幸、川崎北ロータリークラ
ブ益々のご清栄をお祈り申し上げ、退任の挨拶とさせていただ
きます。ありがとうございました。


