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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」「奉仕の理想」 

 

 

 

 

 

 

本日本日本日本日ののののゲストゲストゲストゲスト紹介紹介紹介紹介                                    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    

入会予定者入会予定者入会予定者入会予定者                                                            髙野髙野髙野髙野    正美正美正美正美    様様様様    

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    新睦委員長新睦委員長新睦委員長新睦委員長    

川崎川崎川崎川崎ＲＣＲＣＲＣＲＣ                                                                小口小口小口小口    和久和久和久和久    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    

布川二三夫会員 1973.02.24     寺尾  巌会員 

久保 榮弘会員 1973.02.24     嶋崎 嘉夫会員 

船山 昭三会員 1974.02.27     竹田 正和会員 

島岡 榮基会員  1979.02.07     伊藤 佳子会員 

炭谷 博功会員  1996.02.14     鈴木 節夫会員 

村石 庄作会員  2001.02.07 

秦  琢二会員  2006.02.22 

奥様奥様奥様奥様のののの誕生祝誕生祝誕生祝誕生祝    

浜本 数美会員奥様 悦子様 

    

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    

・米山奨学寄附金を皆様よりいただいておりますが、米山

奨学会より領収証がきております。確定申告にお役立て

下さい。 

    

    

    

    

・国際親善奨学生の申込者が 1名おられます。 

 本日 3時より事務局にて面談を行ないます。 

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    

・新春４クラブ合同例会の決算報告が幹事会にて川崎中央

ＲＣより届いております。 

・先日当クラブ牛山会員が卓話を行ないました川崎マリー

ンＲＣよりお礼が届いております。 

・本日は第６回クラブ協議会がございますので会員の皆様

は最後まで宜しくお願い致します。 

・１３時４５分より定例理事会を開催いたしますので出席

義務者は地下会議室まで宜しくお願い致します。 

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    

宮山光男宮山光男宮山光男宮山光男・・・・安藤賢一安藤賢一安藤賢一安藤賢一・・・・小泉敏和小泉敏和小泉敏和小泉敏和・・・・嶋崎嘉夫嶋崎嘉夫嶋崎嘉夫嶋崎嘉夫・・・・中村眞治中村眞治中村眞治中村眞治    

矢野清久矢野清久矢野清久矢野清久・・・・飯塚元明飯塚元明飯塚元明飯塚元明                                                    各会員各会員各会員各会員    

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））））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 

横浜金沢横浜金沢横浜金沢横浜金沢みどりみどりみどりみどりＲＣＲＣＲＣＲＣ    

久本久本久本久本    弥弥弥弥    様様様様    

次年度ローターアクト委員会でお世話になります。 

宜しくお願い致します。 

寺尾寺尾寺尾寺尾    巌巌巌巌    会員会員会員会員    

また誕生日が来てしまいました。これからもどうぞ宜しく

ご指導下さい。

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1846 回 64 56 42 14 75.00% 

1844 回 64 58 40 18 68.96% 

前々回の修正メークアップ   7名 修正出席率          81.03% 

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１８４６回（本年度 第２７回） 例会 平成２３年 ２月 ２日  －晴－ 



川崎大師川崎大師川崎大師川崎大師ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ    週報週報週報週報    第第第第２７２７２７２７号号号号                                            ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年    ２２２２月月月月    ２２２２日日日日    発行発行発行発行            2頁    

 

 

Building CommunitiesBuilding CommunitiesBuilding CommunitiesBuilding Communities  Bridging Continents  Bridging Continents  Bridging Continents  Bridging Continents    地域地域地域地域をををを育育育育みみみみ・・・・大陸大陸大陸大陸をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ    2010201020102010----11111111 年度年度年度年度    国際国際国際国際ロータリーロータリーロータリーロータリー第第第第 2590259025902590 地区地区地区地区    

野沢野沢野沢野沢    隆幸隆幸隆幸隆幸    会員会員会員会員    

アット言う間にお正月が過ぎました。節分会に年男の 

ご参加有難うございます。待望の春はもう間近かです。 

細谷細谷細谷細谷    重徳重徳重徳重徳    会員会員会員会員    

11年度賀詞交歓会・新年会等の行事はようやく 1月中で 

終わり、これから総会の関係で忙しく成り、休みがちです

がご容赦を下さい。風邪にご注意を。 

横山 俊夫 会員 

本日は早退させていただきます。 

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    

本日はゲストにて東電の高野所長が来て頂きました。 

次週に入会をして頂き、大変喜んでいます。 

鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

今年もはや 1ヶ月が過ぎましたが幹事業務は一向に減りま

せん。後 5ヶ月頑張りますのでご協力をお願いします。 

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    

今日は誕生祝をして戴きます。年をとるのが早いですね。 

68才に成りました。 

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    

・高野さん、当クラブへようこそ！ 

 例会を楽しんで下さい。 

・明日 2 月 3 日 58 回目の誕生日をお大師様の節分会で迎

えることができました。感謝・感謝 

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    

““““如月如月如月如月    一番寒一番寒一番寒一番寒いいいい季節季節季節季節。。。。でもでもでもでも春春春春はすぐそこにはすぐそこにはすぐそこにはすぐそこに    皆様皆様皆様皆様へへへへ””””    

水口衛水口衛水口衛水口衛・・・・布野真治布野真治布野真治布野真治・・・・大藪善一大藪善一大藪善一大藪善一・・・・牛山裕子牛山裕子牛山裕子牛山裕子・・・・坂東保則坂東保則坂東保則坂東保則    
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                                                            各会員各会員各会員各会員                ¥¥¥¥59,00059,00059,00059,000    

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会                                                    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    

先週末ＦＡＸをお送りいたしましたメークアップ予定 

表はすべてデスクメークとなっています。 

欠席がちの会員の皆様をお誘いの上、ご協力願います。 

国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会                                                                                    水口水口水口水口    衛衛衛衛    委員長委員長委員長委員長    

先週に続き、台北西門ＲＣ訪問のご案内です。 

参加希望の方は、2月 9日（水）までに事務局または 

私までご連絡下さい。    

    

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    委員長委員長委員長委員長    

2月 23日（水）の第 38回創立記念例会への出欠をまだ 

いただけていない方が多くいらっしゃいます。 

回覧版で出欠される方もおられると思いますが、出来るだ 

けＦＡＸにてお願い致します。締切は 2月 14日です。 

宜しくお願い致します。当日は“ＤＡＮＤＹ ２”の演奏 

がございますのでお楽しみに。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    2222 月月月月 16161616 日日日日（（（（水水水水）、）、）、）、例会例会例会例会はございませんはございませんはございませんはございません    ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    

 

おおおお間違間違間違間違えのえのえのえの無無無無いようにいようにいようにいように、、、、ごごごご注意下注意下注意下注意下さいさいさいさい    

 

ＩＭ（ＩＭ（ＩＭ（ＩＭ（Inter City MeetinngInter City MeetinngInter City MeetinngInter City Meetinng））））    

       2月 19日（土） 13：30 登録受付 

            14：00 点鐘 

         昭和音楽大学 ユリホール（南校舎５Ｆ） 

会員皆様会員皆様会員皆様会員皆様のごのごのごのご参加参加参加参加をををを！！！！    

 

 

 

次回 2月 16日（水）例会変更  

2月 19日（土） ＩＭ   

場所：昭和音楽大学 ユリホール 

 

 

クラブ会報委員会：村石庄作：水口衛：秦琢二 


