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●司 会  須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫    SAASAASAASAA 

●●●●点 鐘  渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

●斉 唱  「君が代」「手に手つないで」 

来訪来訪来訪来訪ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンのののの紹介紹介紹介紹介                長倉長倉長倉長倉    連治連治連治連治    新睦新睦新睦新睦委員長委員長委員長委員長    

川崎川崎川崎川崎マリーンマリーンマリーンマリーン RCRCRCRC                                                福嶋福嶋福嶋福嶋    安行安行安行安行    様様様様    

入会祝入会祝入会祝入会祝                                                        誕生祝誕生祝誕生祝誕生祝    

林 鶴 会員 1991.12.04     中村 眞治会員 

後迫 太 会員 1996.12.04     久保 博和会員 

細谷 重徳会員 1996.12.18     岩井 茂次会員 

布野 真治会員 2001.12.05      

石渡 勝朗会員 2004.12.15      

奥様奥様奥様奥様のののの誕生祝誕生祝誕生祝誕生祝    

後迫 太 会員奥様  裕子様 

増田 昌美会員奥様  治美様 

布野 真治会員奥様  奈巳様 

神田 正彦会員奥様  直美様 

中山 周二会員奥様  豊子様 

石渡 勝朗会員奥様  公代様 

川又竜志郎会員奥様  智子様 

・・・・・・・・ おめでとうございます ・・・・・・ 

会長報告会長報告会長報告会長報告                                                    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

・炭谷広報委員長より今月の「ロータリーの友」に 

2590地区の地区大会の模様が掲載されています。との 

報告がございましたのでご一読願います。 

・布川二三夫会員が秋の叙勲で瑞宝双光章を受賞されまし

たことをご報告致します。本日は当人が出席されており

ますので後程、一言お願い致します。 

・第 45回大師地区賀詞交換会の案内が地区町内連合会 

 

 

 

 

会長よりございました。日程は平成 23年 1月 14日(金) 

午後 3時より川崎グランドホテルにて行われる予定です。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                        鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

・本日は 13時よりクラブ協議会年次総会が行われます。 

 年次総会を成立させるには 3分の１出席がなければ成立

しませんので早退はひかえていただきたいと思います。 

・草野球同好会が先週千葉マリンスタジアムにて新睦野球

を行ってきました。その際、市原シビック RCのバナー

をいただいてきましたので回覧いたします。 

・本日は 13時 45分より理事会を行ないます。 

 出席義務者の方は例会場にお集まり下さい。 

瑞宝双光章瑞宝双光章瑞宝双光章瑞宝双光章    受賞受賞受賞受賞                                    布川布川布川布川    二三夫二三夫二三夫二三夫    会員会員会員会員    

11月 10日に皇居へ呼ばれまして天皇陛下よりありがた

いお言葉をいただきそのあと、勲章をいただきました。 

消防団に 56年間、特に臨港消防団長として平成 10年か

ら 12 年間近隣の方々や団員の皆様の協力による実績が

認められいただけたものだと思っております。 

近隣の皆様、団員の皆様そして大師 RCの皆様ありがと

うございました。 

    

    

    

    

    

    

    

第第第第３８３８３８３８期期期期    

会会会会    長長長長    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    

副会長副会長副会長副会長    竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    

                伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    

幹幹幹幹    事事事事    鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    

ＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡ    須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫    
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例会日例会日例会日例会日：：：：毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日    ＰＭＰＭＰＭＰＭ１２１２１２１２：：：：３０３０３０３０～～～～    

例会場例会場例会場例会場：：：：大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館    
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第１８３９回（本年度 第２０回） 例会 平成２２年１２月１日  －晴－ 
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出席報告出席報告出席報告出席報告                                                岩﨑岩﨑岩﨑岩﨑    寛寛寛寛    出席委員長出席委員長出席委員長出席委員長    

メークアップメークアップメークアップメークアップ    

長島亨・鈴木幹久・中村眞治・竹中裕彦・増田昌美・ 

大藪善一・竹田正和・石渡利治・布野真治・白石浩司・ 

岩﨑寛・武者惠吾・石渡勝朗・水口衛・川又竜志郎・ 

船木幸雄・谷澤幹男              各会員 

スマイルレポートスマイルレポートスマイルレポートスマイルレポート((((ニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックス) ) ) ) 伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    副会長副会長副会長副会長    

川崎川崎川崎川崎マリーンマリーンマリーンマリーン RCRCRCRC    

福嶋福嶋福嶋福嶋    安行安行安行安行    様様様様    

・本日はお世話になります。 

長島長島長島長島    亨亨亨亨    会員会員会員会員    

昨日はエージングでお世話になりました。 

布川二三夫さん受賞おめでとうございます。 

遠藤遠藤遠藤遠藤    悦弘悦弘悦弘悦弘    会員会員会員会員    

二三夫様、受賞おめでとうございます。 

中村中村中村中村    眞治眞治眞治眞治    会員会員会員会員    

昨日のエイジングプログラム委員会出席の皆様お疲れ様

です。誕生祝をありがとうございます。 

横山横山横山横山    俊夫俊夫俊夫俊夫    会員会員会員会員    

増田さん、ダンディーⅡ30周年おめでとうございました。 

エネルギーをいただきました。 

水口水口水口水口    衛会員衛会員衛会員衛会員    

11月 27日のコンサート、増田さんお疲れ様でした。 

とても楽しい時間を過ごすことができました。 

渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

先ほど報告しましたとおり布川二三夫会員が瑞宝双光章

を授与されました。クラブとして大変光栄であります。 

竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    副会長副会長副会長副会長    

さぁ師走です。身体に気をつけて、飲みすぎに注意！ 

海老蔵にならない様にと自分に言聞かせています。 

鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

布川二三夫パスト会長、瑞宝双光章授与おめでとうござい

ます。 

伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    副会長副会長副会長副会長    

先日はエイジングプログラム委員会の皆様ありがとうご

ざいました。行き届かず申訳御座いません。 

布川二三夫様、おめでとう。 

本日本日本日本日ののののニコニコニコニコニコニコニコニコののののテーマテーマテーマテーマ    

「「「「布川二三夫会員布川二三夫会員布川二三夫会員布川二三夫会員    瑞宝双光章授与瑞宝双光章授与瑞宝双光章授与瑞宝双光章授与    おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます」」」」    

船山昭三・島岡榮基・牛山裕子・長倉連治・竹田正和 

鈴木幹久・布野真治・中村眞治・増田昌美・鈴木節夫 

石渡勝朗・炭谷博功・矢野清久・小林勇次    各会員 

                   合計 \60,000 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

出席出席出席出席委委委委員会員会員会員会                                                    岩﨑岩﨑岩﨑岩﨑    寛寛寛寛    委員長委員長委員長委員長    

12 月のメークアップ予定表をメールボックスに入れて

あります。デスクメーク 6回、メークアップ 2回を予定

しておりますので出席率アップの為にご協力お願い致

します。 

エイジングプログラムエイジングプログラムエイジングプログラムエイジングプログラム委員会委員会委員会委員会                中村中村中村中村    眞治眞治眞治眞治    委員長委員長委員長委員長    

11月 30日(火)に「恵の本」にて委員会を行ないました。 

16名の各層（会長経験者・執行部経験者・3年未満）の

方が出席して下さいました。「ロータリーとは」「地区、

ガバナーなどクラブ外の事」「会員増強について」とい

ろいろな意見を交換し合えた委員会でした。 

来年 5月に 2回目を行ないたいと考えておりますので今

回参加されなかった方も是非参加して下さい。 

新睦活動委員会新睦活動委員会新睦活動委員会新睦活動委員会                                長倉長倉長倉長倉    連治連治連治連治    新睦委員長新睦委員長新睦委員長新睦委員長    

12 月 22 日の家族例会の出欠がまだの方、12 月 6 日ま

でにお返事をお願い致します。その際、中学生以上の方

は「肉」「魚」のどちらかを必ず選ぶようにお願い致し

ます。 

 

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1839 回 64 58 40 18 68.96% 

1837 回 64 57 19 38 33.33% 

前々回の修正メークアップ  17名 修正出席率          63.15% 

次回例会 

12月 15日（水） 

卓話 

「大師地区の商店街と協力」 

町おこし大道芸人 

松原 賢一郎様（芸名：まこと） 

 

クラブ会報委員会：村石庄作・水口衛・秦琢二 


