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第2206回（本年度

第16回）例会

本年度の3クラブ合同親睦夜間例会は、川崎中央RCさん
の主管で川崎日航ホテルにて行われました。
開会の宣言と点鐘

川崎中央RC

平成30年11月19日㈪
幹事報告

悦弘
鶴
昇二
佳亮
祐治

－雨－

猪狩佳亮幹事

渡部典行会長

明日11月20日に本年度の地区補助金プロジェクト「川崎
大師境内に参拝者用ベンチの設置プロジェクト」につい
て、お大師様に寄贈するベンチの組立て作業を行います
ので、ご参加よろしくお願いいたします。
会長報告

遠藤悦弘会長

出席報告

伊藤佳子出席委員長
会員数

対象者 出

席 欠

席

出席率

2206回

４７

４１

２２

１９

53.66 ％

2204回

４８

４８

４８

０

100.00 ％

前々回の修正 メークアップ 0 名 修正出席率 100.00 ％
2204回（11月10日）は地区大会ですので全員登録です。
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続いては、星野会員
奥山繁樹様

歌唱力はダントツでしたが、惜しくも優勝を逃しまし
た。
アトラクション 第１部
カメリアサクソフォンカルテット

アトラクション 第２部 クラブ対抗カラオケ大会
トップバッターは遠藤会長です。
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閉会宣言ならびに点鐘

遠藤悦弘会長

最後は「手に手つないで」を合唱してお開きとなりまし
た。
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１１月２０日の地区補助金プロジェクト「川崎大師境内
に参拝者用ベンチの設置プロジェクト」作業風景

日時：平成３０年１２月５日㈬は
通常例会です。
年次総会・第４回クラブ協議会
次年度理事役員・次々年度会長選出
クラブ
会 報
委員会

川崎大師ロータリークラブ

布川

浩／秦

琢ニ／船山

佳則／森田

尊久
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大 学 と ロ ー タ リ ー と の 交 流 を ― 第 2580 地 区 ―
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寄 付 金 速 報 ― 米山月間のご支援に感謝いたします ―
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ホームカミングで来日！学友が地区大会スピーチ
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― ミャンマー米山学友会 ―
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田中作次奨学金
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