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第1767回例会記録

井上勇会長
君が代

奉仕の理想

http://www.kawasaki-yurigaoka-rc.jp/

クラブから中島眞一会員が出席しており、クラブ
規定の通りお香典を拠出しました。

＜お客様ご紹介＞
相模原橋本RC
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＜点鐘＞
＜ソング＞

■ 会報 中村 和広

井上勇会長

坂井規久子様

以下、会長報告です。
1.	第11回インターアクトクラブ海外研修報告書が届

＜入会式＞

いております。

石川裕憲会員→「 今日

2.	麻生区安全・安心まちづくり協議会より

パトロ

から入会しました石川裕

ール実施団体・組織確認について、実施事業に関

憲です。分からない事ば

する希望調査の実施についてのお願い

かりですのでご指導よろ

鴨志田エレクトに依頼いたしました。

しくお願いいたします」
。

3.	麻生観光協会総会の開催の案内

木庭会員より石川新入会員のご紹介があり、井上

6/24（水） 15：30〜

麻生区役所4F第1会議室

勇会長よりバッジが渡されました。

17：15〜懇親会

＜祝い事＞

クラブとして参加しませんが、観光協会参加会員

渡邊親睦委員長

会員誕生

浅野会員、小塚会員

配偶者誕生

野島会員、古澤会員の奥様

会員入会

井上久幹事、寺川会員、古澤会員

に出席してもらいます。

＜会長報告＞

井上勇会長

4.	
『文化の風コンサート』協力のお願いが来ており
ます。鴨志田エレクトに依頼いたします。
＜幹事報告＞

先に、理事会報告です。

＊文書着

・新入会員の件

＊その他

今年度、次年度3名の入会が承認

されました。
・退会者の件

山口会員の今年度での退会が承認さ

川崎とどろきRC
1$=118円

・6/10（水） 18：30〜  ホテルKSP

・次年度テーマバッジ購入の件

最低必要量の購入

で承認されました。

6 月23日
6 月30日

ます。
相模原橋本RC

赤本委員長

坂井規久子様→「いつもありが

とうございます」。当クラブより

・本日、大西会員のご主人様のお別れ会ですが、当

6 月16日

4名で出席して参り

＜ニコニコ委員会＞

の会費拠出が承認されました。

第1771回

川崎中央RC

今年度･次年度合同会長幹事会

・当期・次期ガバナー補佐・事務局連絡会開催参加

第1770回

井上久幹事

・5月ロータリーレート

れました。

第1769回

レストランあさお

井上勇会長→「結

城会員、安藤志子会員、本日の卓話よろしくお願い

本年を省みて
（会長エレクト、クラブ奉仕、青少年委員会の各委員長）
本年を省みて
（国際、社会、職業奉仕委員会の各委員長）
移動例会
（会長・幹事ご苦労様会）

※諸事情により、スケジュールは変更になる場合があります。

します」
。井上久幹事→「新入会の石川様ようこそ

縁で、稲生ロータリーに13年お世話になり、この百

百合丘ロータリーへ。結城様、安藤様、本日の卓話

合丘ロータリーで10年を迎えました。

よろしくお願いいたします」
。以下、感謝をこめて

会社は1985年創業、今年で31年を迎えます。創業

ニコニコへ。阿久澤会員、安藤美恵子会員、安藤亨

5年目に主人が譲り受け、当初50名ほどの小さな会

会員、安藤志子会員、福家会員、石野会員、鴨志田

社で上野アメ横等の警備をしていました。現在は警

会員、北島会員、小島会員、小塚会員、中村会員、

備員500名、本社職員50名になり、本社の他に東北

野島会員、大矢会員、親松会員、佐藤会員、鈴木文

支店、仙台支店、山形支店、新宿営業所があり、ベ

夫会員、鈴木清会員、玉井会員、寺川会員、鵜飼会

ガルタ仙台のサッカー場の警備とスポンサーにもな

員、碓井会員、渡邊会員、山口会員、結城会員、赤

っています。

本会員。

会社のテーマとして、①少子高齢化対策②同業大

＜出席委員会＞
会員

出席

欠席

メーク

第1767回

41

32

9		

第1766回

40

31

9

山口委員長

手会社との差別化③ことばのナビゲーション開発で

出席率

す。一番に力を入れているのが『ことばのナビ』で、

78%

2

77.5%

＜ニコニコ・財団・米山委員会＞

案内を利用した『位置情報音声誘導システム』を
NPO法人と一緒に作っています。全国の警備会社
は10,000社、都内では970社と、その中で生き残る

累計

今回
ニコニコ

首都圏では公共施設中心に完成している、言葉の道

1,143件 1,255,330円

為に警備の仕事の多様な要望に対応できる様日々訓
練しており、お陰様で業界では一定の評価信頼を受

28件

28,000円

財団

3件

42,000円

34件

456,240円

ベネファクター

0件

0円

2件

204,000円

米山

3件

23,000円

60件

776,000円



佐藤委員長

沢市で生まれました。一年の半年位はスキーしか出

＜ロータリー財団委員会＞

大矢会員→「毎日無事でいられる事を感じます」。
親松会員、阿久澤会員からもいただきました。
＜米山奨学委員会＞

けて今日を迎えることが出来ております。
結城会員
私は1943年、尾花沢スイカが名産の山形県の尾花
来なく、私は雪が大嫌いで寒いのも嫌いで、その為
か都会に逃げてきた訳であります。

北島委員長

ロータリーに入会したのは昭和57年7月1日、当時

小塚会員→
「いよいよ大台の70才となります。増々

の戸栗会長、玉井幹事の年度で、最初は国歌とロー

元気でロータリー活動をがんばっていきます」。碓

タリーソングを歌う様子を見て宗教みたいだと感じ

井会員→「妻の仏前へお花をありがとうございまし

ました。本日石川会員が入会されましたが、ロータ

た」
。石野会員からもいただきました。

リークラブの例会に出席し、メークし、出席率を上

本日のプログラム
＜会員卓話＞

げ、ロータリーならではの普段では会えないような
安藤志子会員

私 は1936年、 今 の
中 央 区、 昔 は 京 橋 区

人と出会うことがメリットだと思います。ぜひご自
分でそういう機会を多く作られる事を願います。
玉井会長年度に、インターアクトクラブの創立、

月島に生まれました。

寺尾会長年度には15周年記念事業として、子クラブ

豊洲に造船所があっ

の麻生ロータリークラブを創立、私が会長年度時に

た 時 代 に、 父 が 今 の

は百合丘ローターアクトクラブ創立、百合丘創立35

石川島播磨重工IHIの

周年の際は実行委員長として、渡邊副実行委員長、

佃島の本社に勤めていました。都立高校卒業後信

当時の安藤亨会長、中島健児幹事には大変お世話に

託銀行に入社し、長男が生まれるまで勤めました。

な り ま し た。 来 年 度

1960年に何十倍の抽選に当たり百合丘団地に、その

は桐光学園インター

後生田の西三田団地に越しました。次男が大学を出

ア ク ト ク ラ ブ25周 年

てしばらくの頃に、いつも行く喫茶店のマスターを

と な り ま す。 鴨 志 田

していた多摩ロータリー関口さんの紹介で、新設さ

次年度会長よろしく

れる稲生ロータリークラブの事務局になったのがご

お願いいたします。

