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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 3000例会	 令和 4年 12月 7日（水）
　（本年度第 19回）

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 戸川俊雄 出席委員

会員数	48 名 出席	32 名 欠席	16 名

　（対象外	6 名） 出席率	76.19%

前々回訂正 欠席	23 名 MAKE	UP	3 名

　（対象外	7 名） 訂正出席率	70.73%

お客様紹介 横山芳春 会長
米山奨学生（中国） 毛 雲帆（マオ・ユンファ） 様

奨学金贈呈 横山芳春 会長
横山芳春会長から毛雲帆さんへ米山記念奨学金の贈呈が行
われました。

お祝い 峯岸雅宏 親睦委員長
12 月祝事：おめでとうございます！

	● 配偶者誕生日
柳澤和子	様　帯谷さおり	様　関恵美	様　野口優子	様　
柾木ルミ子	様　石坂加奈	様
	● 結婚記念日
関孝篤	会員

会長報告 横山芳春 会長
● 	2 月 14 日 ( 月 )　18:00 より 6クラブ合同例会が行われ
ます。

●	来週はクラブ協議会です。地区大会の報告を私から行い
ます。各委員長から半期の活動状況の報告および残り半
期の予定のご報告をお願いします。
● 	12 月 21 日 ( 水 )　年忘れ家族会　90 名程度の参加を予
定しております

　会場：ハイアット	リージェンシー	横浜　18:00 点鐘
● 	12 月 28 日・1月 4日・18日　休会
● 	1 月 11 日 ( 水 )　新年度初例会
● 	1 月 25 日 ( 水 )　移動例会
　会場：横浜中華街広東飯店
● 	2 月 8日 ( 火 )　職業奉仕委員会より、法人企業の訪問も
しくは少し長めの社会奉仕についての卓話を予定してい
ます。

●	「世界子ども絵手紙展」の展覧会はコロナのため中止とし、
かわりに作品集としてまとめたものを作ります。

幹事報告 谷口一成 幹事
1.	地区からの来信
①	インターアクト年次大会	開催のご案内が届いております。
　日時：2023 年 1月 22日 ( 日 )	10：00-15：30
　会場：聖光学院中学 ･高等学校
　登録料：ロータリアン・インターアクターとも	
　1,000 円 / 人
　申込・送金期限：12月 22日 ( 木 )
2.	他クラブ例会臨時変更
●川崎マリーン RC
　	12 月 15 日 ( 木 )　クリスマス家族会　クラシカベイリ
ゾート点鐘 18：00
　12月 22日 ･29 日 ･1 月 5日　休会
　1月 12日⇒ 11日 ( 水 )　新春 4クラブ合同例会
　川崎日航ホテル	点鐘 12：30
●川崎高津 RC
　12月 29日 ( 水 )　休会
●川崎西 RC
　12月 30日 ( 金 )　休会
3.		次週 12 月 14 日 ( 水 ) は、例会にて第 5回クラブ協議会を
開催いたします。

委員会報告 峯岸雅宏 親睦委員会委員長
12 月 21 日 ( 水 ) に行われる家族例会に参加される同伴者
のかたに植物アレルギーがあるときは、早めにご連絡くだ
さい。

年次総会 横山芳春 会長
収支報告：野口隆一 副会計
本年度 6月から 11 月までの 5か月分の資産表です。順調
に推移しています。分担金も例年通りです。
特別会計のニコニコの目標は年間 100 万円ですが、5か月
経過して 55 万 1 千円と順調に集まっています。年が明け
てから 65 周年に向かっての各自 1万円の積立もよろしく
お願いいたします。

次年度新役員選挙
会員 48名のうち本日の出席者 32名全員の賛成により、新
理事役員候補は全員承認されましたことを報告します。
	



乾杯挨拶 柳澤信夫 関東労災病院名誉院長
通算 3000 回というのは、歴史的
にみて大切なことだと思います。
会員の増強・親睦を図ってきまし
た。高齢者の人たちを会員にする
ことをいろいろな機会に是非検討
していただきたいと思っておりま
す。皆様方の健康と福祉を増進さ
せ、そして川崎北クラブの一層の
発展を祈念して乾杯したいと思い
ます。

次年度新役員挨拶
次年度会長：帯谷昌充 会員
ちょうど１年前に現会長よりご指名を受けてから、あっと
いう間に 1年が過ぎてしまいました。今、心の中では来期
に向かって動き出さないと、と思っておるところです。せっ
かく役を与えられたので自分自身は楽しみながら、また、
皆様のご協力がないと務まらないと思いますので、来期の
会長として頑張りますので、皆様のご協力をよろしくお願
いいたします。

次年度副会長：大塚正一 会員
副会長は会長の補佐ということで重要な役割だと思ってお
ります。クラブ奉仕委員会委員長も兼ねますので、7つの
委員会と協力して活動してまいりたいと思っております。
１年間よろしくお願いいたします。

次年度理事：
米山元章 会員
帯谷会長のために命を捧げて頑張りたいと思います。よろ
しくお願いいたします。

松山直樹 会員
次年度がんばりたいと思います。川崎北クラブは良いクラ
ブと会員全員が心底言えるようなクラブにしたいと思いま
す。そのためには仲間を増やして新しい風が吹く、という
のも大事なことだと思います。笑顔でいられること、誇り
をもった良いクラブを目指したいと思います。

柳澤信夫 会員
突然の指名でございましたが、高齢になっていろいろな仕
事もうまくいかないとはいいませんが、仕事を続けており
ます。理事として改めてご指名いただきましたので、微力
を尽くしてがんばりたいと思います。

色摩和恵 会員
欠席

横山芳春 会員
１年を通して私の経験したことを帯谷会長に引き継いで、
帯谷年度を盛り上げたいと思っております。よろしくお願
いいたします。

次年度幹事：妻鹿琢生 会員
あっという間にこのときがきてしまいました。先輩のみな
さまから幹事はとても大事と言われているので、力の限り、
がんばりたいと思っております。

本日 累計
ニコニコリポート 24,000 円 586,000 円
ニコニコボックス 0円 8,000 円

ニコニコリポート 髙橋純司 副会場監督

横山芳春 会長、齊木貴 副会長、谷口一成 幹事
本日の例会では年次総会を行います。皆様よろしくお願
い致します。また本例会は当クラブの 3000 回記念例会に
なります。伝統ある川崎北 RC において諸先輩の支えの元
3000 回の記念例会を迎えられた事、大変嬉しく思っており
ます。当クラブを支えていただいた会員の皆様に感謝申し
上げます。

2022–23 年度指名委員会委員長：大塚正一 君
本日は年次総会です。次年度理事の選挙を開催しますので
皆さんよろしくお願いします。

小林政男 君
久しぶりの参加です。

川野正久 君
川崎北ロータリークラブ 3000 回例会を祝して。

社会奉仕委員会：半澤剛 君
世界子ども絵手紙展ガンバッテます。

親睦委員会： 峯岸雅宏 君、吉田明宏 君、丸山久 君、飯
塚光洋 君、加瀬健史 君

本日は 3000 回記念例会になります。記念すべき例会を迎
えられて大変うれしく思います。本日はおめでとうござい
ます。

プログラム委員会：谷口一成 君
本日は当クラブの 3000 回記念例会になります。諸先輩か
ら引き継いで 3000 回という記念すべき例会を迎えられた
事嬉しく思います。当クラブを築いていただいた皆様に感
謝すると共にこれからも当クラブが益々繁栄することを
願っています。本日はおめでとうございます。

SAA： 朝山浩 君、米山元章 君、松山直樹 君、  
髙橋純司 君

本日は年次総会と通算 3000 回の記念例会です！全会員で
お祝いしましょう！！今年度はニコニコ基金の積み立てが
重要な年です！会員の皆様ニコニコ基金へのご協力を SAA
一同お待ちしております。

柳澤信夫 君、戸川俊雄 君、洪征治 君、大部哲也 君、 
生垣繁 君
今日は年 1回の総会です。また懐かしい友達が集まる日で
もあります。皆さんで楽しくすごしましょう。

次年度会計：野口隆一 会員
今年度から財政の立て直しが急務ということで、いろいろ
な意見をいただいております。65周年迎える頃には持続可
能なクラブになるように皆様のご協力をいただきたいと思
います。来年よろしくお願いします。

次々年度会長　波木井輝昭 会員
これからの横山会長の半期と次年度の帯谷会長の 1年があり
ます。よく行動を観察しつつ自分の年度に生かしていきたい
と思っております。


