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●司会  岩井 茂次 副ＳＡＡ 

     白石 浩司 次年度ＳＡＡ 

●点鐘  渡辺 冨士夫 会長 

●斉唱  「君が代」「奉仕の理想」 

   ♪増田 昌美ソングリーダー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白石次年度白石次年度白石次年度白石次年度ＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡ    

本日本日本日本日のののの特別特別特別特別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    富士夫富士夫富士夫富士夫    会長会長会長会長    

ゆずりはゆずりはゆずりはゆずりは園園園園    施設長施設長施設長施設長                                    佐野佐野佐野佐野    良良良良        様様様様                        

・本日はご挨拶をさせていただく機会をありがとうござ

います。一昨年は 6月にこちらの会場にて「ふれあい

コンサート」をご一緒にさせていただきました。 

 本年も準備を進めておりましたが、3月の大震災で 

利用者の中にはまだ不安定な子もおりますのでご挨拶

に参りました。今後とも

色々な事を行ったり皆様と

ふれあえる機会を是非もた

せていただければと思って

おります。今後ともどうぞ

宜しくお願い致します。 

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    親睦委員長親睦委員長親睦委員長親睦委員長    

本日本日本日本日おおおお越越越越しのしのしのしの方方方方はおりませんはおりませんはおりませんはおりません    

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

寺尾  巌 会員        遠藤 悦弘 会員 

岩﨑  寛 会員        荒金 眞弘 会員 

鈴木 昇二 会員        須山 文夫 会員 

                牛山 裕子 会員 

                須釜 賢治 会員 

奥様誕生祝奥様誕生祝奥様誕生祝奥様誕生祝    

長島  亨 会員 奥様 キヨ子 様 

細谷 重徳 会員 奥様 やす子 様 

石渡 利治 会員  奥様 紀美子 様 

清水 宏明 会員 奥様  晶子 様 

秦  琢二 会員 奥様  明子 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    

・4月 27日に卓話でお越し頂きました田中日出男様 

 より御礼の書面をいただきました。 

・4月 21日に佐沼ＲＣを訪問してまいりました。 

 お見舞金を例会にてお渡ししてまいりました。 

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    

事務局事務局事務局事務局：〒：〒：〒：〒210210210210----0812 0812 0812 0812 神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前 1111----15151515----10101010    カーサカーサカーサカーサ石井石井石井石井 1F1F1F1F 

第１８５８回（本年度 第３９回） 例会 平成２３年 ５月１１日  －雨－ 



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３９３９３９３９号号号号                                            ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年    ５５５５月月月月１８１８１８１８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    

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    

・先週ご案内した佐沼ＲＣよりいただいてきた本 

「巨大津波が襲った・大地震・国内最大級」の申込み用

紙を回覧いたします。売上の一部が義捐金になります

ので沢山のご購入を宜しくお願い致します。 

・地区より国際大会参加の確認が再度きております。 

現在当クラブからは牛山会員が参加予定です。 

参加希望の方は事務局までご連絡下さい。 

・川崎市市民こども局市民スポーツ室より 

    「「「「日本社会人アメリカンフットボール 

東日本交流戦 2011」の観戦

チケットが 10枚届いております。ご希望の方は回覧

いたしますのでお取下さい。早い者勝ちです。 

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    出席出席出席出席委員長委員長委員長委員長    

メークアップメークアップメークアップメークアップ    

中村眞治中村眞治中村眞治中村眞治    会員会員会員会員・・・・大藪善一大藪善一大藪善一大藪善一    会員会員会員会員・・・・竹田正和竹田正和竹田正和竹田正和    会員会員会員会員    

武者惠吾武者惠吾武者惠吾武者惠吾    会員会員会員会員    

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((((ニコニコニコニコニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス))))竹田正和竹田正和竹田正和竹田正和    副会長副会長副会長副会長    

寺尾寺尾寺尾寺尾    巌巌巌巌    会員会員会員会員    

・渡辺会長に過日大変お世話になりました。 

遠藤遠藤遠藤遠藤    悦弘悦弘悦弘悦弘    会員会員会員会員    

・誕生祝をありがとうございます。 

野沢野沢野沢野沢    隆幸隆幸隆幸隆幸    会員会員会員会員    

・福島県いわき市平中央ロータリークラブ友人から 

 “風評被害を乗り越えよう”のキャンペーン葉書を受

取りました。風教一蹴に微力ながら応援いたします。 

ご協力をお願いいたします。 

宮山宮山宮山宮山    光男光男光男光男    会員会員会員会員    

・5月 9日、ファイヤーサイドＢグループ出席の皆様、 

 ありがとうございました。 

島島島島崎崎崎崎    嘉夫嘉夫嘉夫嘉夫    会員会員会員会員    

・永らく冬眠していましたが、春の訪れと共に活動させ

て頂きます。 

矢野矢野矢野矢野    清久清久清久清久    会員会員会員会員    

・野球部の皆様、先日は息子ともどもご迷惑をおかけし

ました。又、宜しくお願い致します。 

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    

・次年度活動方針を協議、お願いします。 

鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

・増田会長エレクト「次年度に向けての卓話」楽しみに

しています。 

・ファイヤーサイドミーティング、あと 4グループ残っ

ています。語らなきゃ損、大いに語って下さい。    

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    

・今週はファイヤーサイド週間、皆様こぞって出席下さ

い。増田エレクト次年度宜しくお願い申上げます。 

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    

・3.11 の東日本大震災から本日でちょうど 2 ヶ月経過

しました。今自分がどのような支援が出来るか考え、

実行したいと思います。 

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    

「「「「増田増田増田増田エレクトエレクトエレクトエレクト、、、、次年度楽次年度楽次年度楽次年度楽しみにしていますしみにしていますしみにしていますしみにしています」」」」    
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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 

メークアップのお願いです。5・６月の予定表をお渡し 

しますのでお役立て下さい。メークアップをして出席率 

の向上にご協力をお願い致します。 

ローターアクトローターアクトローターアクトローターアクト委員会委員会委員会委員会          鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事 

６月４，５日でローターアクト関東ブロック研修会が 

開催されます。詳細は後程お知らせいたしますので皆様 

のご参加を宜しくお願い致します。 

 

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1858 回 65 57 40 17 70.17% 

1856 回 65 56 38 18 67.85% 

前々回の修正メークアップ   4名 修正出席率          75.00% 

次回 5月 25日（水） 例会 

会員卓話 

テーマ：日本の花文化 

横山 俊夫 会員 

 

クラブ会報委員会：村石庄作／水口衛／秦琢二 


