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第１８６２回（本年度 第４３回） 例会 平成２３年 ６月８日 －雨／晴－
●司会

須山 文夫 ＳＡＡ

時からですが、本日の例会は１１日（土）の移動例会

●点鐘

渡辺 冨士夫 会長

に変更です。お間違えの無いようにお願い致します。

●斉唱

「奉仕の理想」

・今年度活動報告書を６月２７日までに提出をお願い致

♪増田 昌美ソングリーダー
本日の
本日のゲスト紹介
ゲスト紹介

します。（提出義務者の方）
渡辺 冨士夫 会長

次々週は理事退任あいさつ。

第 2590 地区 第１グループ ガバナー補佐
ガバナー補佐
川崎ＲＣ
川崎ＲＣ

市川 緋佐麿 様

第 2590 地区 第 1 グループ ガバナー補佐
ガバナー補佐エレクト
補佐エレクト
川崎幸ＲＣ
川崎幸ＲＣ

・次週は一泊移動例会です。

神戸 博 様

最終週は三役退任あいさつです。皆様の例会参加をお
願い致します。
・川崎市民スポーツ室より
「アメリカンフットボール世界選手権
オーストリア大会 2011 に向けて」の日本代表
壮行試合が６月１９日（日）に行われます。
詳細については回覧いたしますので応援宜しくお願
い致します。
出席報告

岩﨑 寛 出席委員長
会員数

来訪ロータリアン
来訪ロータリアンの
ロータリアンの紹介

長倉 連治 新睦委員長

川崎ＲＣ
川崎ＲＣ

角川 真司 様

川崎マリーン
川崎マリーンＲＣ
マリーンＲＣ

福嶋 安行 様

会長報告

渡辺 冨士夫 会長

・6 月 1 日に第 12 回定例理事会を行ないました。
詳細につきましては、メールボックスに議事録を配布
してございますのでご確認願います。
幹事報告

鈴木 昇二 幹事

・写真集をお買い上げになり、まだお手元に届いていな
い方は私までご連絡下さい。
・ローターアクトの例会日ですが第２・４水曜日午後 8

対象者

出

席

欠

席

出席率

1862 回

64

58

37

21

63.79%

1860 回

64

58

31

27

53.44%

前々回の修正メークアップ

10 名

修正出席率

70.68%

メークアップ
野沢隆幸会員・林鶴会員・細谷重徳会員・竹田正和会員
武者惠吾会員・川又竜志郎会員・小林勇次会員
牛山裕子会員・坂東保則会員・沼田直輝会員
５月 出席順位
300％
300％ 牛山裕子 会員
233％
233％ 増田昌美 会員・渡辺冨士夫 会長
200％
200％ 岩﨑寛 会員・鈴木昇二 幹事
武者惠吾 会員

川崎大師ロータリークラブ
川崎大師ロータリークラブ 週報 第４３号
４３号

２０１１年
２０１１年 ６月２２日
２２日 発行

1頁

Building Communities Bridging Continents 地域を
地域を育み・大陸をつなぐ
大陸をつなぐ

2010-11 年度

国際ロータリー
国際ロータリー第
ロータリー第 2590 地区

167％
167％ 村石庄作 会員・石川庸 会員・伊藤佳子 副会長

叡してまいりました。

133% 寺尾 巌 会員・船山昭三 会員・遠藤悦弘 会員

これもひとえにロータリーの会員の皆様のご支援の

鈴木幹久 会員・宮山光男 会員・炭谷博功 会員

賜物と感謝致します。有難うございました。

中村眞治 会員・竹中裕彦 会員・大藪善一 会員

竹中 裕彦 会員

横山俊夫 会員・岩井茂次 会員・石渡勝朗 会員

・今日は草野球中止で残念です。会社のメンバーもくや

水口 衛 会員・船木幸雄 会員・飯塚元明 会員
5 月ホームクラブ１００
ホームクラブ１００％
１００％

しがっていました。
・我が家にもようやく「Blue-Lay」がきました。

寺尾 巌 会員・船山昭三 会員・遠藤悦弘 会員

やっぱりきれいだ。

鈴木幹久 会員・宮山光男 会員・炭谷博功 会員

白石 浩司 会員

中村眞治 会員・竹中裕彦 会員・増田昌美 会員

・宮山様、先日京都にて権大僧正辞令親授式おめでとう

横山俊夫 会員・村石庄作 会員・石川 庸 会員

ございます。また京都にて元会員の板橋さんとの

渡辺冨士夫会長・岩井茂次 会員・岩﨑 寛 会員

食事会、その他、お世話になりました。

鈴木昇二 幹事・伊藤佳子 副会長・石渡勝朗 会員

水口 衛 会員

長倉連治 会員・船木 幸雄 会員・鈴木節夫 会員

・妻の誕生日に素敵な花をありがとうございました。

計 21 名
スマイルレポート(
スマイルレポート(ニコニコ)
ニコニコ)報告 伊藤 佳子 副会長
第 1 グループガバナー補佐
グループガバナー補佐
川崎ＲＣ
川崎ＲＣ 市川 緋佐麿 様
・皆様一年間のご指導ご協力ありがとうございました。

鈴木 昇二 幹事
・市川ガバナー補佐、一年間ありがとうございました。
目標を達成できなかったことご容赦下さい。
・神戸次年度ガバナー補佐、新年度は宜しくお願い致し
ます。

Ｇ補佐の任務を滞りなく終えることが出来ました。

渡辺 冨士夫 会長

新年度のご発展をお祈り致します。

・本日は
本日は第 1 グループの
グループの市川ガバナー
市川ガバナー補佐
ガバナー補佐、
補佐、及び

第 1 グループガバナー
グループガバナー補佐エレクト
補佐エレクト

神戸ガバナー
神戸ガバナー補佐
ガバナー補佐ようこそ
補佐ようこそ大師
ようこそ大師へ
大師へ。

川崎幸ＲＣ
川崎幸ＲＣ 神戸 博 様

本日の
本日のニコニコの
ニコニコのテーマ

・皆様こんにちは、川崎幸ロータリークラブの神戸です。

「市川ガバナー
市川ガバナー補佐
ガバナー補佐、
補佐、お疲れ様でした」
でした」

本日は、第 2590 地区第一グループ 市川ガバナー補

増田昌美・坂東保則・細谷重徳・村石庄作・船山昭三

佐と、新旧ガバナー補佐として、ご挨拶に参りました。

野沢隆幸・中村眞治・牛山裕子・谷澤幹男・寺尾 巌

次年度、増田会長、武者幹事はじめ、会員の皆様宜し

伊藤佳子・武者惠吾

くお願い申上げます。

委員会報告

川崎ＲＣ
川崎ＲＣ

角川 真司 様

・本日はお世話になります。
川崎マリーン
川崎マリーンＲＣ
マリーンＲＣ

福嶋 安行 様

・先の 6 月 4 日、横山俊夫様大変お疲れ様でした。
本日はメイクしに参りました。
宮山 光男 会員

社会奉仕委員会

各会員

￥54,000

坂東 保則 委員長

・先般報告致しました、6 月 15 日移動例会当日、
11 時 30 分～12 時 30 分まで環境美化清掃活動として
大師公園べかキッズランド周辺の清掃を行ないます。
メークアップになりますので多くの会員の参加を宜
しくお願い致します。

・6 日、白石会員お忙しい中ありがとうございました。

ローターアクト委員会
ローターアクト委員会

・平成 23 年 4 月 21 日付で天台宗の権大僧正に昇補致

・6 月 11 日（土）9 時から 15 時まで川崎競馬場にてフ

しました。よって 6 月 7 日に比叡山延暦寺で天台座主

リーマーケットを行ないます。アクトからはロータリ

猊下より辞令伝達式（親授式）で親授していただき登

アンの方からの出品物の提供をお願いされています
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だきます。ガバナー補佐として家を留守にすることは

ので宜しくお願い致します。
・第 4 例会 6 月 22 日が移動例会になります。

家内も他のＲＣに所属しているので判っていただける

18 時 40 分より韓国料理炭火焼肉「亀」で行ないます。

環境があるので精一杯ガバナー補佐の職務を行ないた

当日はローターアクトの納会を行ないますのでロー

いと胎を括っています（はらをくくっています）
。

タリアンの参加を宜しくお願い致します。

7 月から 1 年間スタートしますが皆様宜しくお願い致し

登録料は 5,000 円です。

ます。また、渡辺会長・鈴木幹事 1 年間お疲れ様でした。

ゴルフ同好会
ゴルフ同好会

布野 真治 会員

・6 月 15 日、渡辺年度最後のコンペを開催いたします。
場所は「勝浦カントリークラブ」 現地 9 時集合です。
お時間に余裕をもってご出発下さい。
20102010-2011 第 1 グループガバナー補佐
グループガバナー補佐 退任挨拶
川崎ＲＣ
川崎ＲＣ 市川 緋佐麿 様
・・・
一年間地区とクラブをつなぐ役目を行なってきました。
この役目を無事果たせたのも各クラブの皆様方のご協
力があったからだと感謝しております。
また、次年度ガバナー補佐に就任されました神戸博ガバ
ナー補佐、増田次年度会長のもと、川崎大師ロータリー
クラブの益々の発展をお祈り致します。

6 月 9 日（木） 佐沼
佐沼ロータリークラブ
ロータリークラブ訪問
ロータリークラブ
訪問

佐沼ＲＣ例会へ

義捐金を阿部会長へ

20112011-2012 第 1 グループガバナー補佐
グループガバナー補佐 就任挨拶
川崎幸ＲＣ
川崎幸ＲＣ 神戸 博 様
次年度上澤ガバナーよりご指名を受けまして第 1 グル
ープのガバナー補佐を行うことになりました。

登米市

布施市長と

佐沼ＲＣ寄贈時計台の前

21 年間ロータリアンを行なっていますがあまり勉強し

で阿部会長と

ていませんので皆様のリーダー的立場が務まるか分か

次回 6 月 29 日（水）例会

りませんが次年度の増田会長・武者幹事ならび皆様にご

三役退任挨拶

協力を頂き、1 年間ガバナー補佐として努めさせていた

渡辺年度 最終例会
クラブ会報委員会：村石庄作／水口衛／秦琢二
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