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米山奨学生 サルマ・サンゼさん
中村カウンセラーより奨学金授与
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「国歌斉唱」「奉仕の理想」
伊藤 佳子ソングリーダー

来訪ロータリアンのご紹介

中村

孝親睦活動委員長

川崎RC 市川洋治様
川崎中央RC 川島 光様
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人類に奉仕するロータリー

12月入会祝い

孝親睦活動委員長

林
鶴会員
細谷 重徳会員
布野 真治会員
石渡 勝朗会員
永松慎太郎会員
会員の誕生祝い
中村 眞治会員
久保 博和会員
岩井 茂次会員
沼田 直輝会員
内田 省治会員
磯田
稔会員
硲
茂昭会員

中村
1991年12月4日
1996年12月18日
2001年12月5日
2004年12月15日
2013年12月4日

2016-17年度 国際ロータリー第2590地区

・皆様のご協力のおかげで財団の寄付
表彰をいただきました。
マルチプル ポールハリスフェロー
炭谷 博功会員
マルチプル ポールハリスフェロー
鈴木 昇二会員
久保 博和会員

ポリオプラスで

３回目
２回目

12月18日
12月29日
12月25日
12月9日
12月8日
12月8日
12月10日

マルチプル ポールハリスフェロー
飯塚 元明会員
マルチプル ポールハリスフェロー
沼田 直樹会員

奥様誕生祝い
布野 真治会員
石渡 勝朗会員

会長報告

奥様
奥様

奈巳様
公代様

牛山

裕子会長

・ガバナーからのご依頼です。
KA大後援会、4月22日ございます。当地区、老舗企業
をお探しです。登録をしていただきたいと
老舗とは何なのかというと、当地区で100年以上にわ
たり継続している事業者様だそうです。
私が頭の中で考えますとこの御大師様がそうで、恵の
本さん、他何名かいらっしゃると思いますので
回覧いたします。もしも登録してよろしい方はお名前
をお書きいただければと思います。

幹事報告

水口

衛幹事

・先週報告したもの、７点の回覧があります。
・新しいものでは他クラブの例会変更の案内がきていま
す。こちらも回覧いたします。
・本日第６回の定例理事会が13時45分より地下会議室で
行います。出席義務者の方はよろしくお願いします。
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出席報告

人類に奉仕するロータリー

石渡
会員数

対象者 出
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利治出席委員長

席 欠

席

出席率

2120回

６１

５２

３６

１６

69.23 ％

2118回

５８

５１

２７

２４

52.94 ％

前々回の修正 メークアップ 6 名 修正出席率

64.70 ％

メイクアップ
林
鶴会員、渡辺冨士夫会員、鈴木昇二会員、
伊藤佳子会員、坂東保則会員、竹内祥晴会員

牛山裕子会長
細谷指名委員長を始め指名委員の皆様、おつかれ様でし
た。
本日の総会が無事に終わりますよう、出席会員各位の御
協力をお願い申し上げます。
本日のニコニコのテーマ
「今年も残り少なくなりました。健康に気を付けて、
元気に新年を迎えましょう。」

スマイルレポート（ニコニコボックス）
水口

衛幹事

船木幸雄会員、野澤隆幸会員、渡辺冨士夫会員
鈴木幹久会員、矢野清久会員、竹中裕彦会員
鈴木昇二会員、中村眞治会員、内田省治会員
石渡利治会員、細谷重徳会員、秦 琢二会員
八尋匡彦会員、竹内祥晴会員、石渡勝朗会員
出井宏樹会員、横山俊夫会員、伊藤佳子会員
水口 衛会員
合計 ３８，０００円

川崎中央RC 川島 光様
御世話様になります。
委員会報告
猪狩佳亮会員
横山さん、木村さん

昨日はありがとうございました。

竹田正和会員
・野澤PPの無事帰港よかった よかった。
・細谷委員長おつかれさまでした。

親睦活動委員会 中村 孝委員長
年忘れ家族会が12月21日、ホテルニューグランドにおい
て開催されます。出欠を回覧しておりますのでできるだ
け多くの方の参加をお待ちしております。
まだご家族が何名か決まっていない方も丸をご記入いた
だけると助かります。よろしくお願いします。

岩井茂次会員
①誕生祝ありがとうございました。
②すっかり寒くなりました。くれぐれもご自愛くださ
い。
松井昭三会員
牛山会長年次総会御苦労様。
昨日の新聞に「ニューグランドホテル」がベストホテル
賞 受賞のニュースがありましたね。
私の胃癌検診は無事でした。
川崎大師ロータリークラブ
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人類に奉仕するロータリー

議長:牛山

裕子会長

年次総会を開催させていただきます。
会則第4条第3節（A)に基づき総会を進めたいと思いま
す。総会はクラブ会員の3分の1のが定足数といたします
当クラブの会員数は現在61名。その3分の1は21名です。
本日は36名の出席を賜っておりますので、この総会は成
立致します。
細谷指名委員長からその結果を皆様におはかりいただき
たいと思います。
細谷重徳指名委員長
9月14日のクラブ協議会において次次年度会長及び次年
度理事選出について皆様におはかりいたしました結果、
指名委員会に一任されることになりました。当委員会は
例会において次次年度会長及び次年度理事会メンバーを
指名委員会にて指名することに決まりました。
私たち指名委員は４回の指名委員会で慎重に審議した結
果を申し上げます。これはまだ推薦です。今日の皆様の
半数以上の賛成をもって決定と致します。
次次年度会長候補 遠藤悦弘会員
次年度理事会メンバー
副会長 船木幸雄会員
幹事
秦 琢二会員
会計
内田省治会員
会場監督（SAA）猪狩佳亮会員
職業奉仕 中村眞治会員
社会奉仕 大﨑克之会員
国際奉仕 鈴木幹久会員
青少年奉仕 永松慎太郎会員
親睦活動 小林勇次会員
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会場監督 猪狩佳亮会員
どんな仕事かこれから現在の松本さんに教わりながら、
一つ一つ学びスムーズで楽しい例会の運営にするように
頑張っていきたいと思います。
職業奉仕理事 中村眞治会員
私たちのクラブが特色ある職業奉仕の活動、特に地域で
のものがあります。そこを活かし、岩井会長を中心に理
事会等でも皆さんのご審議、あるいはご意見が通じるよ
うな岩井年度にしたいと思いますので宜しくお願いしま
す。
国際奉仕理事 鈴木幹久会員
当クラブにおける伝統、断ってはいけないということを
常に言ったり言われたりしてきました来年がちょうど４
５周年という節目な時期です。もう一度お手伝いをさせ
ていただき、岩井年度を成功裏に導きたいと思います。
特にこの委員会はロータリー財団と米山奨学、姉妹クラ
ブの３つがございまして伝統的に当クラブはこの３つを
大変活発に行っています。継続した事業ですので私の緊
張を持ってお手伝いさせていただきたいと思います。よ
ろしくお願いします。
青少年奉仕理事 永松慎太郎会員
まだまだ分からない部分も多いと思いますが、私の社内
にも若い方がいたりとか、その部分も活かしながら、ま
た皆さんの助けをいただきながらクラブと岩井会長を盛
り上げていきたいと思います。宜しくお願いします。
親睦活動理事 小林勇次会員
次年度はクラブを盛り上げていきたいと思いますので宜
しくお願いします。

賛成多数により決定。

岩井茂次 次年度会長挨拶
細谷指名委員長からお話がありましたとおり指名委員会
を重ねまして会長ノミニーが決定しました。さらに次年
度理事、役員についてもご承認いただきありがとうござ
いました。
４５年というの節目の年でもあり区切りの年、牛山会長
から引き継いで次年度助けを受けて、遠藤ノミニーに渡
していきたいと思います。
副会長 船木幸雄会員
岩井年度に副会長をやることになりました。まさか自分
がそんな立場になるなんて年月の経過の早さに驚いてお
ります。一生懸命頑張りますので宜しくお願いします。

岩井茂次 次年度会長
今ご紹介させていただいたメンバーに加え、パスト会長
として現直前会長の竹田さん、現会長の牛山さん、新た
に本日決まりました。遠藤ノミニーに加え理事役員メン
バー構成をさせていただきます。
家族会の席でもまたご紹介させていただく場がございま
すので引き続き宜しくお願いします。
牛山 裕子会長
皆様のおかげをもちまして次年度の理事、役員、次次年
度の会長決定いたしました。これは理事、役員、会長が
頑張るのではなくてクラブ全体でご協力をしていきたい
と思いますので宜しくお願いします。
●点

幹事 秦琢二会員
次年度幹事を仰せつかりました粛々と皆様に遅滞なく事
務の進行をさせていただきたいと思いますのでご協力の
方を宜しくお願いします。
会計 内田省治会員
会計は実は本職でございます。会の本職と自分の本職と
どちらがうまくいくかなと思いながら、岩井会長をもり
立てられるように頑張っていきたいと思っています。
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日時：平成２８年１２月２１日㈬は
１８時～
移動例会

年忘れ家族会です。

場所:ホテルニューグランド
クラブ
会 報
委員会

小林

勇次／秦

琢二／沼田

直輝
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