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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2942例会	 令和3年7月28日（水）
（本年度第4回）

点鐘 峯岸 雅宏 会長
司会と斉唱 妻鹿 琢生 会場監督

「手に手つないで」
出席報告 松波 登 出席委員長

会員数48名 出席25名 欠席23名
（対象外5名） （内Zoom1名） 出席率58.14%
前々回訂正 欠席 0 名 MAKE UP 0 名

（対象外 0 名） 訂正出席率 100%
欠席者
朝山君 波木井君 花田君 星野（妃）君 星野（将）君 
生垣君 石井君 貝田君 上山君 川野君 
小林君 柾木君 三平君 野口（哲）君 野口（隆）君 
小澤君 齊木君 佐久間君 重田君 豊見山君 
藁科君 山川君 横山君

お客様紹介 峯岸 雅宏 会長
河合 束様（川崎中原 RC）

会長報告 峯岸 雅宏 会長
小倉ガバナーより、先週の公式訪問の礼状を頂戴して
おります。

幹事報告 松下 幸夫 幹事
1. 地区からの来信

 まんえん防止等重点措置・緊急事態宣言下の第 2590
地区の公式訪問について、地区方針が届いておりま
す。当クラブはすでに終了済ですが、ご参考までお
知らせいたします。
〇 横浜市・川崎市にまんえん防止等重点措置・神奈

川版緊急事態宣言発令中の間
⇒原則として公式訪問は予定通り実施いたします。
⇒ ただし、クラブの状況 ･ 事情により日程変更など

ご希望があれば、ガバナー補佐宛に連絡ください。
⇒ クラブ協議会については、オンラインを利用する

など、各グループのガバナー補佐とご相談いただ
き、無理のない範囲で実施してください。

〇国による緊急事態宣言が発令された場合
⇒ 緊急事態宣言発令中は公式訪問を中止とします。

極力上半期内で日程の再調整
引き続き会員各位におかれましては健康にご留意い
ただき、安全・安心を第一に、ロータリー精神に則っ
た無理のないクラブ運営・活動をお願いいたします。

2. 他クラブ例会臨時変更
 ●川崎中央 RC
8 月 9 日（月）休会
8 月 16 日（月）休会
 ●川崎大師 RC
7 月 28 日～ 8 月 18 日（水）神奈川県版緊急事態
宣言発出により休会
 ●川崎マリーン RC
8 月 5 日（木）ガバナー公式訪問
8 月 12 日（木）休会
 ●川崎鷺沼 RC
8 月 11 日（水）休会
8 月 18 日（水）夜間例会を昼例会に変更
点鐘 12：30
8 月 25 日（水）休会
委員会報告 宮崎 秀樹 会員増強副委員長

グループミーティングの編成表ができましたので、例
会場に貼っておきます。各自、例会出席時にご確認く
ださい。来年の 2～ 3月にグループミーティング開催
を予定しています。

グループミーティング編成表
Ａ：齊木	貴（リーダー）、松波	登（サブリーダー）、
石井	弘、甲田	博康、佐久間	馨、武田	信平、
上山	剛志、谷口	一成、豊見山	徹、鈴木	拓朗

Ｂ：	藁科	義弘（リーダー）、波木井	輝昭（サブリー
ダー）、戸川	俊雄、生垣	繁、宮崎	秀樹、洪	征治、
貝田	洋、米山	元章、三平	憲志

Ｃ：	石坂	想（リーダー）、大塚	正一（サブリーダー）、
川野	正久、柳澤	信夫、松山	直樹、山川	哲史、
高橋	純司、星野	将史、半澤	剛

Ｄ：		末永	直（リーダー）、クルーズ	由美子（サブリー
ダー）、野口	哲志、大部	哲也、小澤	秀昭、
重田	洋一、朝山	浩、	相良	久征、野口	隆一、
柾木	永一郎

Ｅ：	妻鹿	琢生（リーダー）、帯谷	昌充（サブリーダー）、
花田	薫、小林	政男、横山	芳春、関	孝篤、
色摩	和恵、星野	妃世子、松田	卓也



き、今年度 RI 会長、地区ガバナー、そして当クラブ峯
岸会長の方針も、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
業家に焦点をあてて新会員獲得の努力を進めたいと思
います。
候補者がロータリークラブの会員としてふさわしいか
どうか、下記の点を中心に、慎重かつ迅速に検討します。
1. 本人の人柄および同業者の評判
2. 親睦を楽しむ心と協調性
3. 奉仕活動に参加する気持ち
4. 例会出席と会費負担の能力と意欲
このあと、猛威を振るう新型コロナウイルスについて話を伺いました。

ニコニコリポート 松田 卓也 副会場監督
川崎中原RC 河合 束様
皆様お久しぶりです。一身上の都合により、33 年在
籍したロータリークラブを卒業することになりまし
た。川崎北 RCの皆様には多くのことを教えていただ
きありがとうございました。ロータリーも日々変化し
ておりますが、川崎北 RCの益々のご発展をお祈りい
たします。

峯岸 雅宏会長、米山 元章副会長、松下 幸夫幹事
本日はクラブ奉仕委員会主催のクラブフォーラムです。
米山副会長を始め、皆様よろしくお願いいたします。
東京オリンピックでのメダルラッシュ、毎日楽しみに
しています。しかしコロナの猛威とどまらず、例会を
続けられるか心配です。

武田 信平君
フロンターレは 21 日にジェフユナイテッド千葉と天
皇杯 3 回戦を戦いました。先制され追いつくという
展開、延長戦でも決着がつかず PK 戦に突入しました
が、これを制し、勝ち上がりました。ウズベキスタン
での過酷な戦い、帰国後 2 週間の隔離生活、コロナ
の発症と厳しい状況での戦いであり、精神的にも肉体
的にも最悪の状態だったと思いますが、強い気持ちで
戦ってくれました。リーグ戦は 8 月 9 日まで中断と
なりますので、しっかりとリフレッシュして欲しいと
思います。

親睦委員会：クルーズ 由美子君、高橋 純司君、半澤 剛君
感染が拡大しています。くれぐれもご留意ください。

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

峯岸年度、2 週目です。まだ少しフレッシュな感じで
すね！！いつまでもフレッシュでね。クラブフォーラ
ム、米山副会長もフレッシュに頼みます！！

鈴木 拓朗君
本日もよろしくお願いいたします。

クラブフォーラム 米山 元章 クラブ奉仕委員長
今年度の峯岸会長のテーマに沿った各委員会の活動計
画をシェアしていただきました。
松波 登出席委員長
関連委員会と協力を密にして、出席意欲を高めるよう
に努力します。
大塚 正一親睦委員長

（代読：相良 久征親睦委員）
昨年行えなかった、年忘れ家族例会（12月 22 日）、親
睦移動例会（2022 年 4月 13 日：箱根）が開催できる
よう活動して参ります。また、コロナ禍ではありますが、
小規模単位で会員同士の親睦が図れるよう企画して参
ります。
帯谷 昌充プログラム委員長
ロータリーの重点項目を考慮しつつ、他委員会と協力し
て、旬な話題を取り入れた卓話やフォーラムを開催し、
ゲストを誘いたくなる有意義な例会時間をシェアする
ことで会員増強に繋がるよう、プログラムの企画を行っ
て参ります。
川野 正久戦略計画委員長

（代読：大部 哲也戦略計画副委員長）
楽しいクラブを作るために、クラブの現状を把握するア
ンケートを実施し、会長はじめ理事会、会員の承認と
協力をいただきながら、クラブフォーラムを開催、会
員皆で討議し、戦略計画の目的設定をしていきたいと
考えます。
宮崎 秀樹 会員増強副委員長
川崎北 RC は創立して約 60 年経ちます。私も昭和 60
年に入会し、全盛期には 102 名の会員が在籍していた
ことを思い出します。私が入会してからこれまでを思
い返すと、ロータリークラブの会員の数は、世界の経
済不況がとても影響しているように感じています。逆
境を乗り越えて今まで新会員を迎えてきましたが、そ
の力が最近は弱くなったように感じていたところ、妻
鹿会員が 2年連続で会員増強委員長に就任して以降積
極的な活動を続け、松山会長年度には複数の新会員を
迎えることができました。今年度の峯岸会長も会員増
強に大変力を入れていますので、会員一人ひとりが意
識して活動していただきたいと考えます。
野口 隆一研修委員長

（代読：谷口 一成研修委員）
1. 新会員の入会時に、当クラブの「入会のしおり」「ロー
タリーの友」を研修・教育に利用してロータリー活
動の意義や楽しさを理解していただきます。

2. 会員相互の情報を収集し、研修に反映させます。
3. 地区や他クラブとの情報を共有します。
4. クラブ会報委員会と連携して研修委員会の活動内容
を公開していきます。

柳澤 信夫会員選考委員長
昨年度末には若い会員を迎えた当クラブですが、引き続


