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●司 会  須山 文夫ＳＡＡ 
●点 鐘  渡辺 冨士夫会長 
●斉 唱  「奉仕の理想」 
      ♪増田 昌美ソングリーダー 
来訪ロータリアンの紹介   長倉 連治親睦委員長 
川崎ＲＣ              小口 和久様 
会長報告            渡辺 冨士夫会長 
・10 月 5 日のディナーパーティー（2590 地区開催）参

加が現在 10 名です。8 月 31 日締切ですので希望者は

幹事までご連絡をお願いします。 
・2011－12 年度国際青少年交換留学生募集の案内がき

ております。ご家族またはお知り合いの方で希望され

る方がおりましたら事務局へご連絡下さい。締切は

10 月 20 日です。 
・9 月 11 日に鶴見大学会館にて‘ロータアクトの日’

が開催されます。大師クラブとしても是非協力したい

と思いますので多くの会員の出席をお願い致します。 
 登録期限は 9 月 7 日です。 
・10 月 29・30 日開催の地区大会は 30 日が全員登録に

なっております。多くの会員の参加をお願い致します。 
 場所は神奈川県民ホール（横浜）です。 
幹事報告             鈴木 昇二幹事 
・9 月 8 日の職場訪問移動例会の出欠がまだの方、出欠

連絡を宜しくお願い致します。 
・前回回覧いたしました、神奈川フィルハーモニー管弦

楽団の応援署名をまだされていない方は是非署名を

お願い致します。 
・ロータアクト開催フリーマーケット（9 月 26 日川崎 

 
 
 
 

競馬場）の品物がまだ不足しています。ご協力をお願

い致します。最終回収日は 9 月 24 日です。 
出席報告           岩﨑 寛出席委員会 

メークアップ 
炭谷博功会員・横山俊夫会員・山村友弘会員 
スマイルレポート（ニコニコボックス） 

竹田 正和副会長 
細谷 重徳会員 
私の年度も今日で決算報告をして全て務めを果たした

感があります。会員の皆様本当に有難うございました。 
船山 昭三会員 
長島さん、過日は大変に有難うございます。とっても美

味しかったです。 
野沢 隆幸会員 
・きのう酷暑の中、矢野清久会員にお世話になりま 
 した。有難うございます。 
・先日は白石会員、石川会員有難うございました。 
・増田会員、先日は川崎 JC シニア会の企画素晴らしか

ったです。楽しいひと時でした。 
宮山 光男会員 
8 月 13 日、野沢さん・増田さん・石川さん・白石さん・

水口さん、有難うございました。

 会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1826 回 69 60 37 23 61.66% 

1824 回 70 63 39 24 61.90% 

前々回の修正メークアップ  3名 修正出席率          66.66% 

第３８期 
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例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０～ 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館 

事務局：〒210-0812 神奈川県川崎市川崎区東門前 1-15-10 カーサ石井 1F 

第１８２６回（本年度 第７回） 例会 平成２２年８月２５日 －晴－ 



川崎大師ロータリークラブ 週報 第７号           ２０１０年０９月１日 発行   2 頁 

 

 

Building Communities  Bridging Continents 地域を育み・大陸をつなぐ 2010-11 年度 国際ロータリー第 2590 地区 

武者 惠吾会員 
妻の誕生日に綺麗な花をプレゼントして頂き有難うご

ざいます。 
山村 友弘会員 
本日の活動報告書をもちまして細谷年度全ての作業が

終了しました。ご協力ありがとうございました。 
渡辺 冨士夫会長 
暑い日が続きます。皆様夏休みはいかがお過ごしでした。 
鈴木 昇二幹事 
会員の皆様におかれましては、猛暑のなかお勤めご苦労

様です。今日はクラブ協議会及び臨時総会がご座います。 
最後までのご参加お願い致します。 
竹田 正和副会長 
・細谷年度決算報告、大変ご苦労様でした。 
・暑くて体が溶けそうです。会員の皆様もう一息頑張 

りましょう。 
本日のニコニコのテーマ 
細谷直前会長、決算報告ご苦労様です。 
船木 幸雄会員・大藪 善一会員・島岡 栄基会員 
牛山 裕子会員・長倉 連治会員・長島 亨会員 
石渡 勝朗会員・中村 眞治会員・横山 俊夫会員 
増田 昌美会員・坂東 保則会員・小林 勇次会員 
                 合計 55,000 円 
 
インターアクト委員会        

横山 俊夫委員長 
インターアクト海外研修は、 
18 日に横浜で壮行会を行ない 
19日～22日に韓国へ行ってまいりましたが無事帰国し

ましたと報告をいただいております。予定では帰国報告

を9月1日の新世代月間にあわせてお願いをしています。 
拡大増強委員会            
石川 庸委員長 
本日の拡大増強委員会は、 
昨年度からの報告と今年度 
トライしたいことについて話したいと思います。 
退会者に対して再入会の声かけを行ないたいと思い、

1990 年からの退会者名簿を用意してございますので多

くの会員の皆様に参加していただきお力をお借りでき

たらと思います。宜しくお願い致します。 
ゴルフ同好会   
布野 真治会員 
8 クラブゴルフ大会に勝利する為、 
練習ラウンドを 9 月 17 日(金)に 
行ないたいと思います。詳細は後日 FAX にて送らせて

いただきますので参加の程、宜しくお願いします。 
また、草野球同好会市民大会第 2 回戦の結果が新聞に掲

載されましたので回覧いたします。ベスト 32 入りです。 
              
                               本日のメニュー 
                ・・牛肉の柳川風 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次回例会 9 月 8 日（水） 職場訪問移動例会 
 

職場訪問 
場所：JAXA 宇宙航空研究開発機構 相模原キャンパス 
集合：10 時 30 分 川崎大師平間寺信徒会館 
 
移動例会 
場所：川崎日航ホテル 
点鐘：18 時 

 

クラブ会報委員会 村石庄作／水口 衛／秦 琢二 


