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「奉仕の理想」

「ロイヤルホールディングス㈱ 会長兼CEO菊池唯夫氏
による卓話」のご案内
日時：2018年11月26日（月） 12：30点鐘
場所：ホテルキャメロットジャパン5階
テーマ：「外食産業の継続的成長に向けて」

内田省治親睦委員長

遠藤悦弘会長

スマイルレポート（ニコニコボックス）林

ゲストのご紹介

遠藤悦弘会長

川崎大師ロータリー事務局

会長報告

鶴副会長

竹下美代子様

遠藤悦弘会長

神奈川県ロータリアン親睦テニス会（上野杯）の案内が
届いています。
日時：2018年11月13日（火） 9：30集合
場所：湘南ローンテニスクラブ

本日のニコニコのテーマ
「壮大なJFE見学の後は、歌って踊って、飲んで食べて
また歌って。今日はカラオケです。
秋の夜長をみんなでエンジョイしましょう」
合計17,000円

●閉会宣言並びに点鐘
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遠藤悦弘会長
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本日は、細谷PPのご尽力で、昼間は「JFE東日本製鉄
所」にて職場訪問。その後、川崎駅前に移動して「アル
バトロス」にて移動例会（懇親会）を行いました。
司会は、本日のソングリーダーもつとめた、内田親睦委
員長です。

乾杯は、竹中PPです。よろしくお願いします。

皆さん懇親を深めつつ、早速カラオケ大会です。

最後は、須山エレクトに締めていただきました。
皆さん楽しんでいただけた様です。親睦委員会の皆さま
お疲れ様でした。
日時：平成３０年１０月３１日㈬は
定款細則に基づく

休会
クラブ
会 報
委員会
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台湾米山学友会から災害義援金が届きました
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よねやま親善大使の紹介ＤＶＤが完成
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寄 付 金 速 報 ― 米山月間へのご協力をお願いします ʗ
 ᭶ࡲ࡛ࡢᐤ㔠ࡣ๓ᖺྠᮇẚ࡚ 㸣
ῶ㸦ᬑ㏻ᐤ㔠㸣ῶࠊ≉ูᐤ㔠㸣
ῶ㸧⣙  ࡢῶᑡ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
๓ᖺྠᮇࡣࠊᙜ㈈ᅋタ❧  ࿘ᖺࡢグᛕᐤ
ࢆከࡃ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡓࡓࡵୖグࡢῶᑡ㢠࡞
ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ ᭶ࡽࡢ⣼ィ㢠ࡋ࡚ࡣ 㹼

 ᖺᗘ୪ࡳ࡛ࠊ㡰ㄪ᥎⛣ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ⓙࡉࡲࡽࡢࡈᐤ῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
 ᭶ࡣ⡿ᒣ᭶㛫࡛ࡍࠋ᪥ᮏࡢ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡀ
ࡘࡃࡾ⫱࡚ࡓ⊂⮬ࡢ⡿ᒣグᛕዡᏛᴗࢆࠊᘬࡁ
⥆ࡁࡈᨭ㈷ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓ
ࡋࡲࡍࠋ

「紺綬褒章」の公益団体認定を受けました
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4 年目 を 迎 え た 山 の 小 学 校 支 援
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― 上海 ―
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交流を通じて深める“実感と理解” ― 第 2590 地区 ―
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