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川崎北ロータリークラブ

第2982例会 令和4年7月6日（水）
（本年度第1回）
木槌の引継ぎ

峯岸雅宏 直前会長から横山芳春 会長へ

点　鐘 横山芳春 会長
司会と斉唱 朝山浩 会場監督

生垣繁 ソングリーダー
「君が代」並びに「奉仕の理想」

出席報告
会員数49名 出席34名 欠席15名

（対象外6名） 出席率79.07%

お客様紹介 横山芳春 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
　吉崎治 様（川崎宮前 RC）
地区クラブ管理運営委員　小林正樹 様（川崎中原 RC）
川崎西 RC　会長　上松義典 様
川崎西 RC　幹事　石井修 様
川崎中 RC　会長　島利夫 様
川崎中 RC　幹事　川口禮敬 様
新橋 RC　小林美和 様

入会式
加瀬健史 新会員【職業分類：不動産売買仲介】
このたび、私のゴルフの師匠であり人生のメン
ターでもある佐久間馨先生に、君がロータリー
クラブに入ってくれたら、もっと盛り上がって
面白いんじゃないかと声をかけて頂きました。
今後は、このロータリークラブに相応しい人物
になるよう努力してまいりますので、皆様のご
指導をよろしくお願い致します。

会長報告 横山芳春 会長
1.  本日例会終了後、テラスルームにてガバナー補佐をお迎えしてクラ
ブ協議会を開催致します。理事・役員・委員長各位のご出席をお願
い致します。

幹事報告 谷口一成 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  2023-24 年派遣・青少年交換学生募集再開についてお知らせが
届いております。本年度の派遣学生の募集等、再開準備を開始
するに先立ちまして、従来からの変更・改善箇所等の資料とな
ります。

③  ローターアクト全クラブ合同例会のご案内が届いております。
2022 年 7月 23日 ( 土 )　14：30-17：00
会場：　ローズホテル横浜　オンライン ZOOM

2. 他クラブ例会臨時変更
● 川崎中央 RC 　　7月 18日（月）休会
7月25日　夜間移動例会　東京スカイツリー＆ひつまぶし備長

● 新川崎 RC 　　　7月 20日（水）休会
　　　　　　　　　　 8 月 10 日・17日・24日（水）休会
3. 活動計画書をお送り頂きましたので回覧いたします。
新川崎 RC、川崎西 RC、川崎西北 RC

4. 本日の配付物
活動計画書、会員名簿手帳版、会報ファイル、
ガバナー月信、ロータリーの友誌、会報

委員会報告
野口隆一 研修委員
7 月 15 日（金）　18:00 ～横山会長・谷口幹事を励ます会を開催し
ます。場所は対象のパスト会長方々に連絡いたします。

峯岸雅宏 親睦委員長
7 月 8日（金）　18:00 ～新会員の歓迎会が行われます。

就任のご挨拶
横山芳春 会長
本年度の会長方針は「変化を受け入れ、新たなロータリーへ」とさせ
ていただきました。今年度は安全対策を協議しコロナと共生しながら、
なるべく今までのクラブ体制をとっていきたいと思います。ただ、い
まロータリーがおかれている状況は、安心できる状況ではございませ
ん。当クラブは 49名の会員で第 2590 地区では多いほうですが、ク
ラブ運営としては苦しい状況が続いております。変化していく世界的
なロータリーの情勢も踏まえ、2年半後に 65周年を迎える当クラブ
がさらにその先へ飛躍していくためにはどう変化していかなければな
らないかを皆さんと協議しつつ進めていければと思います。今年度全
ての方向性を示すのは難しいと思いますが、ベテラン会員、新しい会
員のご意見を忌憚なくいただき、方向性をご提示できればと思います。
1年後にいい経験ができて楽しかったなと退任の挨拶ができることを
楽しみに頑張ってまいりますので、皆様のご協力をよろしくお願い致
します。
齊木貴 副会長
クラブ奉仕委員長も併せて仰せつかっております。横山会長、谷口幹
事と連絡を取りながら、元気な川崎北クラブを実現するよう尽力させ
ていただきます。１年間よろしくお願い致します。
谷口一成 幹事
昨年度横山会長、山川幹事で準備しておりましたが、急遽山川会員が
退会されることとなりました。時間的余裕がなく経験者がやるべきと
のことで、私が再びやらせていただくことになりました。山川会員は
準備に時間をかけておられその無念さを背負い、横山会長と 1年間
やってきたいと思います。会長方針「変化を受け入れ、新たなロータ
リーへ」ということで、当クラブが今おかれている状況を冷静に皆さ
んと話し合い、少しでも良い川崎北 RCになるように尽力してまいり
ます。1年間ご指導よろしくお願い致します。



先週2日にJリーグ19節が行われ、フロンターレはセレッソ大阪と戦
いました。決定機が何回かありましたが、タイミングが合わず前半の
1得点のみ、後半にフリーキックから2点を失い敗れました。決定力
を上げるための対策が必要と思います。今夜は、等々力にてサガン鳥
栖戦が予定されていましたが、鳥栖に複数人のコロナ患者が出たため
中止となりました。吉田社長は今後の対応のためお休みです。
川野正久 君
横山会長・谷口幹事のスタートを祈って！
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致し
ます。本日表敬訪問の川崎西RCの幹事は私の甥です。宜しくお願い
致します。
小澤秀昭 君、波木井輝昭 君
横山会長、齊木副会長、谷口幹事、理事役員の皆様、一年間健康に気
をつけて頑張ってください。
クラブ会報委員会：大塚正一 君、波木井輝昭 君
横山会長、谷口幹事、一年間よろしくお願いします。
ロータリー財団委員会：クルーズ由美子 君
横山会長、谷口幹事、よろしくお願いいたします。
プログラム委員会：谷口一成 君、鈴木拓朗 君
横山年度のスタートですね。横山会長、理事、役員の皆さんよろしく
お願い致します。プログラム委員会としましてはコロナ禍で失われた
会員間の交流を取り戻せる、また新会員の皆様に当クラブを理解して
もらえる様な卓話を準備していきたいと思います。一年間どうぞよろ
しくお願い致します。
戦略計画委員会：宮崎秀樹 君、大部哲也 君、松山直樹 君、
　　　　　　　　峯岸雅宏 君、帯谷昌充 君
横山・谷口年度の船出を祝して。戦略計画委員会も大いにサポートさ
せていただきます‼ 第2グループガバナー補佐 吉崎様、ようこそおい
て下さいました。本日はよろしくお願いします‼ 
職業奉仕委員会：大塚正一 君、米山元章 君
横山会長、谷口幹事、一年間よろしくお願いします。吉崎2Gガバ
ナー補佐、一年間よろしくご指導願います。
研修委員会：谷口一成 君、野口隆一 君、大塚正一 君
本日は横山年度の第一例会です。会長、理事、役員の皆さんよろしく
お願いします。研修委員会としましては、新会員の皆さんが、当クラ
ブにスムーズに馴染んでいける様サポートして参ります。また、会員
の皆様にも戦略計画委員会と協力し、さまざまな研修を行いたいと思
います。会員の皆様のご協力お願い致します。
会計：鈴木拓朗 君
新年度よろしくお願いいたします。
会員増強委員会：松波登 君、帯谷昌充 君、佐久間薫 君
本日より新年度。みなさんよろしくお願い致します。加瀬健史君よう
こそ。これから一緒にクラブ活動を楽しみましょう‼ 
社会奉仕委員会：半澤剛 君、末永直 君、洪征治 君、貝田洋 君、
　　　　　　　　星野将史 君
横山会長、谷口幹事。新年度のご活躍をお祈りします。
青少年奉仕委員会：松田卓也 君、戸川俊雄 君、松下幸夫 君、
　　　　　　　　　色摩和恵 君
横山会長、谷口幹事、理事、役員の皆様、一年間どうぞよろしくお願
いいたします。青少年奉仕委員会一同、誠心誠意サポートして参りま
す。
親睦委員会：峯岸雅宏 君、丸山久 君、星野将史 君、松田卓也 君、
　　　　　　クルーズ由美子 君、末永直 君
横山会長、齊木副会長、谷口幹事、1年間よろしくお願いします。体
に気をつけ、1年のりきって下さい。
ビール同好会：柳澤信夫 君、大部哲也 君、生垣繁 君、戸川俊雄 君、
　　　　　　　洪征治 君、宮崎秀樹 君
横山・谷口年度の船出を祝して、ビール同好会もニコニコ大いに参加
します。第２グループガバナー補佐の吉崎 様、来場御礼申し上げま
す。本日はよろしくお願いします‼ 
SAA 松山直樹 君、髙橋純司 君、朝山浩 君
横山年度の無事出帆を祝して‼ 
今年度はニコニコ基金の積み立てが重要な年です！皆様のニコニコレ
ポートご協力をSAA一同お待ちしております。

帯谷昌充 会長エレクト
今年 1年間は横山会長を見ながら勉強させていただきたいと思います
ので、よろしくお願いいたします。
峯岸雅宏 無任所理事
横山会長をサポートしていきたいと思います。1年間よろしくお願い
します。
鈴木拓朗 会計
今年度はWith コロナで、皆さん本来の奉仕活動に転換できる大事な
1年かなと思っております。会員増強、多くの方々からのニコニコリ
ポート提出を続けていただき、活動資金を潤沢にできるようにと思っ
ております。
洪征治 出席委員長
本来ロータリーは、出席は義務になっているので必ず出席いただける
と思います。ロータリークラブは異業種の集まりで、出席しない会員
がおられると相談できない会員もおられます。ぜひ皆さん出席してい
ただきたいと思います。1年間よろしくお願いします。
大塚正一 クラブ会報委員長
クラブ会報の大切さは、クラブの歴史を記録していくということです
ので、充実した会報にしていきたいと思っております。今年度も 1年
間よろしくお願い致します。
峯岸雅宏 親睦委員長
昨年度は親睦委員長が頑張ってくれ、会長の私が皆様からたくさんお
褒めいただけました。今年度は横山会長がお褒めいただけるよう親睦
移動例会、年末の家族例会を企画していきたいと思います。1年間よ
ろしくお願い致します。
谷口一成 プログラム委員長
副委員長として小林会員、委員として花田会員、鈴木会員の 4名で、
1年間プログラム委員会を頑張っていきたいと思います。この２年間
活動を制限され会員間の相互活動も減ってきました。戦略計画委員会
や会員増強委員会とも協力し、皆さまの交流機会を多くしたいと思い
ます。外部卓話も、皆様が興味を持っていただける卓話を考えていき
たいと思います。卓話等アイディアがありましたら、ご協力をお願い
します。1年間よろしくお願い致します。

ニコニコリポート 米山元章 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 吉崎治 様（川
崎宮前RC）
本日新任挨拶とクラブ協議会、宜しくお願い致します。
地区クラブ管理運営委員会 小林正樹 様（川崎中原RC）
本日は吉崎ガバナー補佐に同行させて頂きました。宜しくお願い致し
ます。
川崎西RC 会長 上松義典 様
本日は宜しくお願い致します。
川崎西RC 幹事 石井修 様
川崎西RCから参りました石井です。本日は宜しくお願いします。
川崎中RC 会長 島利夫 様
今年度川崎中RC会長になりました。久しぶりに皆様にお会いしうれ
しく思います。ご指導の程宜しくお願い致します。
川崎中RC 幹事 川口禮敬 様
川崎中RCの川口禮敬です。今年度幹事を務めます。宜しくご指導の
程お願い致します。
新橋RC 小林美和 様
横山会長、齊木副会長、谷口幹事、就任おめでとうございます。久し
ぶりの北RC例会楽しみにしておりました。
川崎北RC 元会員 平野和枝 様
横山会長、齊木副会長、谷口幹事、就任おめでとうございます。
川崎中原RC 小林正樹 様
横山会長、谷口幹事丸の船出を祝し心よりお喜び申し上げます。また
川崎北RCの皆様には日頃より温かなご厚情を賜り、心から深く感謝
申し上げます。
横山芳春 会長、齊木貴 副会長、谷口一成 幹事
本日は横山年度の第一例会です。「変化を受け入れ、新たなロータ
リーへ」という横山会長の方針に向けて進んで参ります。一年間よろ
しくお願い致します。また、本日は吉崎治第2グループガバナー補佐
を迎えてのクラブ協議会も予定しております。吉崎ガバナー補佐、一
年間よろしくお願い致します。表敬訪問として、川崎西RC上松会長、
石井幹事、川崎中RC島会長、川口幹事にもおいで頂きました。あり
がとうございます。また、加瀬健史君の入会式も行います。加瀬君よ
うこそ川崎北RCへ。
武田信平 君

本日 累計

ニコニコリポート 82,000円 8,2000円
ニコニコボックス 0円 0円


