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●司会            白石 浩司 ＳＡＡ 

●点鐘              増田 昌美 会長 

●斉唱                  それでこそロータリー 

       ♪ソングリーダー 石川 庸 

表敬訪問クラブの紹介      増田 昌美 会長 
川崎ＲＣ           野渡 和義 会長 
               酒井 一宏 幹事 
川崎南ＲＣ          中村 徹  会長 
               花田 徹野 幹事 
川崎日吉ＲＣ         森岡 育夫 会長 
               五味 優  幹事 
川崎中央ＲＣ         野口 新二 会長 
               渡辺 雅夫 幹事 
川崎マリーンＲＣ       宮本 欣淳 会長 
               安本 好勝 幹事 
新川崎ＲＣ          小泉 稔  会長 
               松木 淳  幹事 

来訪ロータリアンの紹介  岩井 茂次 親睦委員長 

川崎ＲＣ           大久保 公之 様 
               小口 和久  様 
横浜鶴見北ＲＣ        細沼 建夫  様 
               鈴木 元一郎 様 

現会長より前副会長への感謝状及び記念品の授与 

                 増田 昌美 会長 

 

 

 

 

 

 

 

会長報告            増田 昌美 会長 

１、本日 12時に大本山川崎大師平間寺、藤田隆乗貫主

と会見させていただき渡辺年度のお礼と本年度の

お願いをしてきました。貫主より今平成の大改修の

最中でロータリーの皆様にはご不便をかけますが

協力させていただきますとのお言葉を賜りました。 

２、佐沼ロータリークラブより渡辺会長あてに義捐金の

お礼状と領収書が届いてます。 

３、第 1、2、3グループ IM会計報告書が届いてます。 

４、2590地区より 

① クラブ米山委員長会議開催。 当クラブから牛

山委員長が出席予定です。 

    2011年 7月 28日（木）15：00～17：00  

メモワールプラザソシア 21 ３F 

② 情報・広報・ITセミナー開催 

2011年 7月 14日（木）15：00～17：00  

メモワールプラザソシア 21 

  ③ IA委員会・IAC提唱 RC・IAC顧問教諭  

合同会議開催 

2011年 7月 16日（土）15：30～17：30  

横浜駅東口 ヨコハマジャスト 1号館 

幹事報告            武者 惠吾 幹事 

１． ７月１９日（火）に渡辺年度 決算理事会が開催

されますので出席対象者の方は宜しくお願いしま

す。 

  日時：７月１９日（火） 

決算理事会 １７：００～１７：４０ 

慰労会   １７：４０～１９：４０ 

  場所：横浜ベイシェラトンホテル 

２．７月２２日（金）に第１グループ 第１回 会長・

幹事会が開催されますので、増田会長と武者で出席

第１８６７回（本年度 第 2回） 例会 平成２３年 ７月 13日  －晴－ 
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します。 

  日時：７月月２２日（金） １８：３０～ 

  場所：川崎日航ホテル 

３．先週もご案内しましたが、次々週７月２７日は暑気

払い移動例会です。 

  日時：７月２７日（水） １８：００点鐘 

  場所：カメリアホール 

４．本日は１時００分より第１回クラブ協議会を開催し

ますので、皆さん出席していただくようお願いしま

す。 

５．クラブ委員会活動計画書をポスティングさせて頂き

ましたので、ご参照願います。 

出席報告          船木 幸雄 出席委員長 

会員数 対象者 出席 欠席 出席率

1867 回 60 49 33 16 67.35 ％

1865 回 63 57 37 20 64.91 ％

6 修正出席率75.44 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　
 

メークアップ 

中村眞治・大藪善一・清水宏明・川又竜志郎・秦琢二・ 

坂東保則                 各会員 

6月度出席順位 

220% 増田昌美会員 

200% 渡辺冨士夫会員 

180% 武者惠吾会員 

160% 鈴木幹久会員・野沢隆幸会員・中村眞治会員・ 

    鈴木昇二会員・牛山裕子会員 

140% 大藪善一会員・竹田正和会員・石川庸会員・ 

    水口衛会員・須山文夫会員・飯塚元明会員 

120% 岩井茂次会員・長倉連治会員 

ホームクラブ 100% 

    布川二三夫・野沢隆幸・増田昌美・村石庄作・ 

    渡辺冨士夫・岩井茂次・鈴木昇二・伊藤佳子・ 

    水口衛・須山文夫・長倉連治・飯塚元明 

                     各会員 

スマイルレポート(ニコニコボックス) 

村石 庄作 副会長 

川崎 RC 

会長 野渡 和義 様 

幹事 酒井 一宏 様 

増田会長、武者幹事の門出をお祝い申し上げます。本年

一年お互いに頑張りましょう。 

川崎南 RC 

会長 中村  徹 様 

幹事 花田 徹野 様 

増田丸の船出を祝い、ご活躍と発展。ならびに皆様のご

健勝を祈念します。 

川崎日吉 RC 

会長 森岡 育夫 様 

幹事 五味  優 様 

こんにちは。表敬訪問にまいりました。増田丸の輝かし

い出航を心よりお祝い申し上げます。１年間お世話にな

ります。よろしくお願い申し上げます。 

川崎中央 RC 

会長 野口 新二 様 

幹事 渡辺 雅夫 様 

表敬訪問に参りました。増田会長、武者幹事様 1年間お

身体に留意されて一年間頑張って下さい。 

川崎マリーン RC 

会長 宮元 欣淳 様 

幹事 安本 好勝 様 

表敬訪問に参りました。増田会長、武者幹事一年間宜し

くお願い致します。 

新川崎 RC 

会長 小泉  稔 様 

幹事 松木  淳 様 

増田会長、武者幹事表敬訪問にまいりました。一年間よ

ろしくお願いします。 

横浜鶴見北 RC 鈴木 元一郎 様 

久しぶりにお邪魔させて頂きます。 

横浜鶴見北 RC 細沼 建夫 様 

初めてお目にかかります。増田会長就任おめでとうござ

います。今日はよろしくお願い致します。 
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川崎 RC 大久保 公之 様 

お世話になります。 

川崎 RC 小口 和久 様 

新会長・新役員の方々就任おめでとうございます。今年

度も寄せて頂きたいと思いますのでよろしくお願い致

します。 

細谷 重徳 会員 

増田さんいよいよ増田丸の出港ですね。健康に気を付け

て頑張って下さい。 

安藤 賢一 会員 

本日所用のため早退いたします。申し訳ありません。 

久保 博和 会員 

体調に気を付けましょう。 

増田 昌美 会長 

近隣クラブの会長幹事の皆様ようこそいらっしゃいま

した。 

 

本日のニコニコのテーマ 

「増田年度理事・役員に大きな期待をして」 

♪飯塚元明♪鈴木昇二♪石渡勝朗♪船山昭三 

♪竹中裕彦♪石川庸♪横山俊夫♪牛山裕子♪鈴木幹久

♪久保博和♪伊藤佳子♪須釜賢治♪白石浩司 

各会員 

委員会報告 

親睦委員会         岩井茂次委員長 

次々回例会は移動例会となっております。 

2011 年 7 月 27 日（水）18：00～20：00 川崎 BE 

8F カメリアホール、まだ出席の確認していない方は

至急お願いします。来週集金させていただきます。 

増強委員会         中村眞治委員長 

地区拡大増強セミナーに参加してきました。上澤ガバ

ナーより各クラブ純増１名目標という話しがありま

した。我が大師は会長のリーダーシップの下純増 10

名という大目標を掲げてます。合同委員会を開催しま

す。公会委員会です。皆様のご協力お願いします。 

出席・会員増強・ロータリー情報・フォローアップ・

４委員会合同委員会 

2011年 7月 28日（木） 18：30～  

川崎大師 RC事務局 

 

第１回クラブ協議会 

就任挨拶           会計 矢野 清久 

一年間頑張りますので、皆様のご協力をお願い致します。 

職業奉仕委員会 鈴木 幹久委員長 

職業に誇りを持ち、職業を通じて社会に奉仕する事を

理解実践する勉強会を実施したいと考えております。 

 社会奉仕委員会 清水 宏明委員長 

 会長はじめ、各委員会の皆様のご協力を頂き奉仕活動

を行って参ります。 

  親睦活動委員会 岩井 茂次委員長 

エイジング委員会・フォローアップ委員会のご協力の

もと、2時間程度の勉強会と意見交換会を実施したい

と考えております。 

会場監督 白石 浩司 

 明るく楽しい例会作りを致しますので、出席の程宜し

くお願い致します。 

 

増田年度収支予算について  武者 惠吾 幹事 

本年度は 60名スタートとして予算組み致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 ７月 27日（水） 

暑気払い移動例会 

１８：００点鐘 

 場所：川崎 BE 8F カメリアホール 

  

：クラブ会報委員会： 

岩崎寛／川又竜志郎／久保博和／沼田直輝 
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