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川崎北ロータリークラブ会報川崎北ロータリークラブ

第2939例会	 令和3年7月7日（水）
（本年度第1回）

木槌の引継ぎ
松山 直樹 直前会長から峯岸 雅宏 会長へ

点　鐘 峯岸 雅宏 会長
司会と斉唱 妻鹿 琢生 会場監督

「君が代」並びに「奉仕の理想」
出席報告

会員数47名 出席47名 欠席0名

（対象外0名） 出席率100%

お客様紹介 峯岸 雅宏 会長
国際ロータリー第 2590 地区 第 2 グループガバナー補佐
　市川 功一 様（川崎中原 RC）
川崎西北 RC　渡邊 四郎 様
川崎中 RC　小丸 日出夫 様
米山奨学生　毛 雲帆（モウ ウンホ）さん

入会式
半澤 剛新会員【職業分類：通信事業】
私は 2016-2017 年にガバナー補佐を務め、
多くのクラブを訪問して参りました。そし
て、この度伝統のある川崎北 RC へ移籍し
て参りました。皆様どうぞよろしくお願い
いたします。

米山奨学金贈呈 峯岸 雅宏 会長
峯岸 雅宏会長より、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。

会長報告 峯岸 雅宏 会長
1.  2020-21 年度 吉田 隆男ガバナーより、年度無事終了の礼状

を頂戴しています。
2. 地区より、他地区被災地支援義援金への協力依頼がきています。

昨年度に続き、ここ数年の集中豪雨や地震等による被災地
支援につき、本年度も迅速に対応できるよう、年度内の他
地区災害被災地支援のために、年初に 1 度、各クラブ宛に

義援金を募り、地区資金事業費からの支援枠も検討し、こ
れを合わせた範囲内でより良い支援を検討していければと
考えております。つきましては、今回の伊豆山地区をはじ
めとする本年度の他地区被災地支援にご協力いただけるク
ラブにおかれましては、下記によりご送金賜りたく、よろ
しくお願い申し上げます。※理事会にて協議いたします。
義援金額：会員一人当たり 2,000 円程度
送金期限：8 月 10 日（火）

幹事報告 松下 幸夫 幹事
1. 地区からの来信

①  地区資金・地区事業費上半期分と地区大会分担金の送金
依頼が届いております。

② 7 月のロータリーレートのお知らせ　1 ドル＝ 111 円
2. 他クラブ例会臨時変更

 ●川崎 RC
7 月 22 日・8 月 12 日（木）休会　※その他は通常例会
 ●川崎大師 RC
7 月 21 日（水）休会
7 月 28 日（水）暑気払い移動例会 グリル 60 川崎大島店 
点鐘 11：30-13：00

3. 川崎鷺沼 RC より、例会場変更のお知らせ
7 月 1 日より、ホテル KSP　月 3 回例会
第 1 週、第 2 週：点鐘 12：30
第 3 週：夜間例会 点鐘 18：00　第 4 週、第 5 週：休会

4.  7 月 19 日（月）第 1 四半期（7 月 -9 月）の会費 80,000 円
を口座振替させていただきます。

5.  活動計画書 3 ページの委員会編成に一部誤りがありました。
訂正をお願いいたします。

（8）研修委員会 委員・雑誌広報担当
（誤）大塚 正一 →（正）相良 久征

就任のご挨拶
峯岸 雅宏会長
入会式で宮崎会員に会員バッチを付けていただいてから、約
17年が経ちました。今年度の目標は会員増強です。多くの新
会員にバッチを付けられるよう頑張ります。
米山 元章副会長
理事会や各委員会の活動が活発に行われ、楽しい例会が行え
るよう努めます。
松下 幸夫幹事
諸先輩方から学んだロータリーの人づくりを基盤に、「会員増
強」と「親睦」に力を入れる峯岸会長をサポートして参ります。
野口 隆一会計、研修委員長
昨年度のコロナ禍により一般会計は、予算的に余裕がありま
すが、例会数が少なかったため、ニコニコレポートの収入が



川野 正久君
峯岸会長、松下幹事の健康とご活躍を祈っております。半澤さん、
入会おめでとうございます。今日 7 月 7 日は、初孫 瑠海（るか）
1 歳の誕生日です。嬉しいです。

武田 信平君
アジア・チャンピオンズリーグ第 3 節が 7 月 2 日に、第 4 節が 5
日に行われました。相手は、連続してフィリピンのユナイテッド・
シティー FC でした。第 3 節は 8 対 0、第 4 節は 2 対 0 で勝利。こ
れで 4 連勝となりグループ 1 位をキープしています。次節は 9 日
午前 1 時に組まれていますが、相手はグループ内で最も手強い大
邱（テグ）FC です。大邱との 1 回戦は 3 対 2 で勝利しましたが大
苦戦でした。今回これに勝つとグループ 1 位が確定します。何と
か勝利をもぎ取って欲しいと思います。

石井 弘君
会長幹事をはじめ、理事、役員の皆様、一年間よろしくお願いいた
します。

甲田 博康君
新年度の発足を祝して。

小澤 秀昭君
峯岸会長、松下幹事、理事、役員の皆様、一年間頑張ってください。

松山 直樹直前会長、谷口 一成直前幹事
昨年度は大変お世話になりました。峯岸会長、米山副会長、松下幹
事また各理事、委員長様、一年間よろしくお願いいたします。

職業奉仕委員会：末永 直君、朝山 浩君、野口 哲志君、松田 卓也君
峯岸会長、松下幹事年度を祝して。

社会奉仕委員会：佐久間 馨君、相良 久征君
一年間よろしくお願いいたします。

青少年奉仕委員会：戸川 俊雄君、朝山 浩君、洪 征治君、
横山 芳春君、山川 哲史君、色摩 和恵君

峯岸年度を祝して！皆さん、青少年奉仕にご協力ください。
横山 芳春米山記念奨学委員長
一年間よろしくお願いいたします。

松波 登出席委員長
今年度出席委員を担当します。一年間よろしくお願いいたします。

クラブ会報委員会： 大塚 正一君、戸川 俊雄君
一年間会報作成に頑張ります。眞鍋さんよろしくお願いいたします。

プログラム委員会：帯谷 昌充君、佐久間 馨君
妻鹿 琢生君、松田 卓也君
一年間よろしくお願いいたします。

会員増強委員会：朝山 浩君、宮崎 秀樹君、小澤 秀昭君、
妻鹿 琢生君、松田 卓也君
峯岸会長、松下幹事の出帆をお祝いして！皆様、峯岸会長の本年度
の強調方針であります会員増強へのご理解、ご協力の程よろしくお
願い申し上げます。

研修委員会：野口 隆一君、谷口 一成君、大塚 正一君、相良 久征君
一年間会員研修に努めます。皆様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、豊見山 徹君

峯岸年度の船出を祝して！米山副会長、松下幹事よろしくお願いい
たします。半澤さん入会おめでとうございます！仲良く楽しくやり
ましょう！

親睦委員会：大塚 正一君、齊木 貴君、相良 久征君、朝山 浩君、
山川 哲史君、野口 隆一君、色摩 和恵君、高橋 純司君、星野 将史君、
半澤 剛君
峯岸、松下年度を祝して！

SAA：妻鹿 琢生君、宮崎 秀樹君、帯谷 昌充君、松田 卓也君
一年間適正な例会運営に努めます。皆様、どうぞよろしくお願いい
たします。

少ないのが現状です。特別会計に関しては、各奉仕委員会の
予算はかなり限られていますので、本日のように引き続きニ
コニコレポートへのご協力よろしくお願いします。
峯岸会長の年度活動計画により、研修委員会も忙しくなる予
定ですので、こちらにおいても皆様ご協力の程よろしくお願
いいたします。
佐久間 馨社会奉仕委員長
会長の方針に基づき、以下の活動を行います。
1.	地域社会のニーズに応じた支援活動の実施
2.「中原区民祭」への参加
3. 中原区の「消防大会」への協賛
4.「かわさき鈴虫祭り」への協賛
5. 中原区内の他のボランティア団体との交流
妻鹿 琢生会場監督
毎週の例会の進行を伝統やルールを重んじながら明るくリズ
ム良く進行していきます。また、ニコニコレポートに協力い
ただけるよう積極的な声掛けを行っていきます。
松波 登出席委員長
極力、例会場での例会が行えることを希望しております。例
会が会場で開催されないとロータリーの特長である親睦が行
えないことにより、モチベーションが下がり退会に繋がるケー
スも出てきます。皆で出席率 100%を目指しましょう。
大塚 正一クラブ会報委員長、親睦委員長
今年度のホームページには新たなコンテンツを追加しました。
「川崎北 RC文庫」からは、これまで当クラブで作成した冊子
がダウンロードできますのでご利用ください。
移動例会はコロナの収束に期待し、多くの会員に参加してい
ただきたく、来年の 4月に変更しました。
帯谷 昌充プログラム委員長
他の委員会の方とも協力しながら、例会が有意義な時間にな
るようなプログラムを企画して参ります。
川野 正久戦略計画委員長
今年度も昨年同様、クラブの長所と短所、クラブの現状を把握
するためのアンケートを実施し、会長はじめ理事会、会員の承
認と協力をいただいて、戦略計画の目的設定をいたします。
柳澤 信夫会員選考委員長
今年度 RI 会長、地区ガバナー、そして峯岸会長の方針は、会
員数増強、とくに「女子のエンパワメント」、若い世代の入会
促進を謳っております。たしかにわが国の現状、即ち「一億
総活躍社会」、「男女雇用機会均等法」の立場からも、女性経
営者、若手実業家に焦点をあて新会員獲得の努力を進めます。

ニコニコリポート 松田 卓也 副会場監督
国際ロータリー第2590地区 第2グループガバナー補佐 市川 功一様
（川崎中原RC）

年度初めにあたり、ご挨拶に伺いました。また、クラブ協議会にも
出席いたしますので、よろしくお願いいたします。

川崎西北RC 渡邊 四郎様、川崎中RC 小丸 日出夫様
半澤様、川崎北 RC へのご入会おめでとうございます。そのうちに、
川崎中 RC と川崎西北 RC にもぜひ一度来ていただければ嬉しいで
す。クルーズ様、色摩様、先日の「輝く女性ロータリアンの集い」
にご参加いただき誠にありがとうございました。

川崎中原RC 小林 正樹様
峯岸会長、松下幹事丸の船出を祝し、心よりお喜び申し上げます。

峯岸 雅宏会長、米山 元章副会長、松下 幸夫幹事
いよいよ峯岸年度が始まりました。これからの一年間精一杯務めさ
せていただきますので、皆様のご協力の程よろしくお願いいたします。


