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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2941例会	 令和3年7月21日（水）
（本年度第3回）

点　鐘 峯岸 雅宏 会長
司会と斉唱 妻鹿 琢生 会場監督

生垣 繁 ソングリーダー
「それでこそロータリー」

出席報告
会員数48名 出席34名 欠席14名

（対象外5名） 出席率79.07%

お客様紹介 峯岸 雅宏 会長
ガバナー 小倉 正様（横浜 RC）
第 2 グループ ガバナー補佐 市川 功一様（川崎中原 RC）
地区副幹事 鈴木 秀行様（横浜 RC）
小林 正樹様（川崎中原 RC）
下條 恵理子様（川崎中原 RC）
小川湧三様（川崎鷺沼 RC）
峯岸会長・横山会員ゲスト
　（有）トータルマスターズホーム 丸山 久様

目録贈呈 峯岸 雅宏 会長
峯岸	雅宏会長より目録の贈呈が行われました。

会長報告 峯岸 雅宏 会長
昨年度、当クラブの奉仕活動として行いました認定NPO法人
キーパーソン 21代表	朝山	あつこ様より感謝状と広報誌が届
いております。

幹事報告 松下 幸夫 幹事
1.	地区からの来信
①		7 月 8日開催	地区クラブ活性化セミナーの礼状と資料が
届いております。

②		米山記念奨学会より、ハイライトよねやまが届きました。
2.	他クラブ例会臨時変更
	●川崎宮前 RC
8 月 3 日 ･17 日（火）例会時間 12：00-12：30 に短縮

会食なし・弁当持ち帰りに変更
	●川崎 RC
7 月 22 日～ 8月 19日（木）神奈川県緊急事態宣言を受
けて休会
	●川崎高津 RC
7 月 29日（木）例会なし
8月 12日（木）休会

ガバナー公式訪問 ガバナー　小倉 正 様
〔略歴〕
・1943 年 12 月 8日生
・1966 年	慶應義塾大学	商学部卒
・	1968 年	プライス ･ ウオーターハウス
会計事務所	入所
・1974 年	小倉会計事務所	入所
・1983 年	同所	所長に就任	現在に至る

〔公職歴〕
・公益財団法人	日本ゴルフ協会	顧問（現）
・一般社団法人	関東ゴルフ連盟	監事（現）
・社会福祉法人	青い鳥	監事（現）
〔ロータリー歴〕
・1986 年 10 月 14日	横浜ロータリークラブ入会
・1998-99 年度	地区会計
・1999-00 年度	地区監査委員長
・2008-09 年度	地区財務委員長
・2009-10、2015-16 年度	地区監査委員長
・2017-18 年度	横浜ロータリークラブ会長

2021-22 年度 RI 会長 シェカール・メータ
「SAVE TO THE CHANGE LIVES

～奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために～」
◆世界の会員数を 2022 年 7月までに 130 万人
「EACH	ONE,	BRING	ONE」各ロータリアンが新会員 1人を
入会させましょう

◆次年度の焦点は「女子のエンパワメント」
女子の地位向上を図りましょう

◆	世界各地で 7つの重点分野に焦点を当てた、7回の RI 会長
主催会議を開催
◆「ロータリー奉仕デー」への参加を呼びかけ

2021-22 年度 地区方針
「クラブ基盤のさらなる充実強化

～会員の増強こそが最大のサービス（奉仕）～」
当地区会員数の現状：1900 名以下
1.		ロータリーの目的に沿った魅力あるクラブづくりに取り組
みましょう
・	ロータリーの原点である親睦と奉仕を基本に、各クラブ
に最もふさわしいクラブづくりを目指しましょう。



下條 恵理子様（川崎中原RC）
初めて川崎北 RCにお伺いさせていただきました。しっかり
学ばせていただきます。よろしくお願いいたします。

小川湧三様（川崎鷺沼RC）
おせわになります。

峯岸 雅宏会長、米山 元章副会長、松下 幸夫幹事
本日は、ガバナー公式訪問です。小倉ガバナー、市川ガバ
ナー補佐、鈴木地区副幹事、本日はようこそお越しくださ
いました。本日は勉強させていただきます。小林様、下條様、
小川様、ようこそ！丸山様、お待ちしております。

川野 正久君
小倉ガバナー、市川ガバナー補佐、本日の公式訪問よろし
くお願いいたします。

武田 信平君
フロンターレは、3週間の ACL 遠征を終え 12 日に帰国し
ましたが、26日までホテルに隔離されます。ホテルと練習
場とスタジアムの往復だけが許される中、17日にアウェー
の清水エスパルスと戦いました。肉体的、精神的な疲労が
抜けていない状態でしたが、2対 0で勝利しました。五輪
代表の 3選手が抜けている穴も、残りの選手でしっかり埋
めて頑張ったと思います。今日は、18時からジェフユナイ
テッド千葉と天皇杯 3回戦をフクダ電子アリーナで戦いま
す。コンディションは最悪ですが、気持ちで勝ち抜いて欲
しいと思います。

ビール同好会：戸川 俊雄君、生垣 繁君、宮崎 秀樹君、
洪 征治君、柳澤 信夫君、豊見山 徹君
小倉ガバナーをお迎えして！！イレギュラーな時代のロー
タリー活動ですが、体に気を付けて、ご活躍を期待してお
ります！！

松波 登君、横山 芳春君、鈴木 拓朗君
小倉ガバナー、ようこそいらっしゃいました。

SAA：妻鹿 琢生君、宮崎 秀樹君、帯谷 昌充君、
石坂 想君、松田 卓也君
小倉ガバナー、市川ガバナー補佐、鈴木地区副幹事、小林様、
下條様、小川様、ゲストの丸山様、SAA として適正な例会
運営に努めます。本日はようこそお越しくださいました。

松山 直樹君、朝山 浩君、野口 隆一君、谷口 一成君
先日は前々会長・幹事、前会長・幹事のお疲れ会、ごちそ
うさまでした。皆様のご好意に感謝いたします。

佐久間 馨君
小倉ガバナー、本日の公式訪問ありがとうございます。1
年間よろしくお願いいたします。先日のゴルフコンペ、優
勝することができました。ありがとうございます。

親睦委員会：大塚 正一君、齊木 貴君、相良 久征君、
朝山 浩君、関 孝篤君、山川 哲史君、クルーズ 由美子君、
色摩 和恵君、谷口 一成君、末永 直君、高橋 純司君、
半澤 剛君
小倉ガバナー、市川ガバナー補佐、鈴木地区副幹事はじめ、
川崎中原 RCの小林様、下條様、川崎鷺沼 RCの小川様、ゲ
ストの丸山様、本日はようこそ！大歓迎です。ご指導よろ
しくお願いいたします。

・戦略計画 /長期計画を再調整し、それを遂行しましょう。
・	会員の積極的な参加を促せるようなクラブ運営を目指し
ましょう。
・	ロータリーの目的にある職業奉仕の高い倫理観とは、と
りもなおさず、企業や組織の CSR（Corporate	Social	
Responsibility）であり、これは職業奉仕に他なりません。
・	新会員、若年会員、女性会員とのつながりを築く機会を
提供し、ロータリーの大きな強みを生かしましょう。地
区ではそのようなクラブの取り組みを支援していきます。

2.	会員基盤の充実と強化をしましょう
会員増強が最大の課題でありますので、従来にない職業、
女性、若い世代の入会を促進しましょう。当地区は女性比
率が低いので特に重点をおく必要があります。
3.	奉仕プロジェクトの充実を図りましょう
各クラブにあった奉仕プロジェクトの充実をお願いいたし
ます。
4.		ロータリー財団と米山記念奨学事業に対するご理解と寄付
に協力しましょう。
5.	公共イメージとロータリーの認知度の向上を図りましょう
10月24日	世界ポリオデー「トレインジャックプロジェクト」
10月 18 ～ 24 日の 1週間 JR 東日本各路線	女性専用車両の
中吊り広告を貸し切って「End	Polio	Now」の広告を出します。
6.	IM（インターシティミーティング）を開催しましょう
変動する時代を踏まえたロータリーのありかたを考える IM
を開催しましょう。
7.	My	ROTARY の登録率を向上させましょう
当地区の登録率の現状：26.69％
8.	ロータリー賞（クラブ対象）に挑戦しましょう
「My	ROTARY」から「ロータリークラブ・セントラル」を開き、
「目標設定・確認センター」で目標の設定と達成の報告を行
います。
会員増強において、若年層の会員の入会を促すことも大変重
要ですが、人生 100 年時代の今、長い社会経験と教育・教養
のある方に入会していただくことは、クラブを成長させるた
めに必要な要素になります。また、現在クラブに在籍中でロー
タリー歴が長く、時間に多少余裕のある会員に役職を引き受
けていただくことは退会の防止につながります。このような
点も参考にしながら、今年１年会員増強にご協力の程よろし
くお願いいたします。

ニコニコリポート 石坂 想 副会場監督
ガバナー 小倉 正様（横浜RC）
本年度ガバナーを拝命いたしました。本日は、公式訪問に
お伺いさせていただきました。貴クラブの皆様のご支援と
ご協力をいただき、地区 53クラブの益々の発展のために努
力して参ります。よろしくお願いいたします。

第2グループ ガバナー補佐 市川 功一様（川崎中原RC）
本日は第 2グループで今年度初めての公式訪問させていた
だきました。どうぞよろしくお願いいたします。

地区副幹事 鈴木 秀行様（横浜RC）
本日はガバナー公式訪問に同行いたしました。よろしくお
願いいたします。

小林 正樹様（川崎中原RC）
本日はガバナー公式訪問例会にお伺いさせていただきまし
た。勉強させていただきます。


