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遠藤悦弘会長

川崎大師ローターアクトクラブ活動助成金を贈呈いたし
ます。
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遠藤悦弘会長
「奉仕の理想」森田尊久ソングリーダー

幹事報告 猪狩佳亮幹事
12月26日㈬は例会はありません。
来年は、1月8日㈫ 川崎日航ホテルにて、新春４クラブ
合同例会です。 12：30点鐘です。
1月9日㈬は例会はありませんので、ご注意ください。
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出席報告 伊藤佳子出席委員長
次回、ご報告いたします。

2018-19年度 国際ロータリー第2590地区

本年度の移動例会「年忘れ家族会」は、コートヤード・
マリオット銀座東武ホテルにて、行いました。
まずは内田親睦委員長の挨拶です。

スマイルレポート（ニコニコボックス）林 鶴副会長
「いつもロータリー活動にご理解、ご賛同いただいてい
るご家族の皆様、本当にありがとうございます。ようこ
そ年忘れ家族会へお越しくださいました。
よい子のみんなっ！今夜はあわてんぼうのサンタクロー
スに会えるかも！最後までお楽しみに！」
本日、一律1,000円のご協力をいただきました。
合計28,000円

ここからは、八尋家族会委員長の司会進行です。

●点

岩井直前会長より、五十肩の痛みにもめげず、声高らか
に乾杯の発声をいただきました。
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ゲストの皆様、本年も大変お世話になり、ありがとうご
ざいました。

2018-19年度 国際ロータリー第2590地区

今年は、姉妹の三味線を楽しみました。

次年度執行部と理事の皆様です。

最後は、「手に手つないで」でお開きとなりました。
親睦委員会の皆様お疲れ様でした。

内田サンタ、布川サンタお疲れ様でした。

12月26日㈬は例会はありません。
（定款細則に基づく）
日時：平成３１年１月８日（火）
◇移動例会 新春４クラブ合同例会
時間：12：30点鐘
場所：川崎日航ホテル

1月9日㈬は例会はありません。
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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― 年内の送金はお早目に ―
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台湾米山学友会総会 ― 第 8 代理事長決まる ―
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今年も盛り上がりました―韓国米山学友会総会―
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2019 年 の年 賀状 を学 友が デザ イン

 ᭶  ᪥ࠊᖹᡂ  ᖺ⛅ࡢእᅜேླྀࡀⓎ⾲
ࡉࢀࠊඖၨ᫂Ꮫᰯ⥲㛗࣭ྠ᪥ᮏᏛ⛉ྡᩍ
ࣚ ࣃࢡ ࢻࣥ
ᤵࠊඖ㡑ᅜ᪥ᮏ༠㛗ࡢ⡿ᒣᏛࠊ࿅༤ᮾࡉ
ࢇ㸦㡑ᅜ㸭㸭Ỉᡞ㹐㹁㸧ࡀࠊ᪫᪥୰⥓
❶ࢆཷ❶ࡋࡲࡋࡓࠋ⟃ἼᏛಟኈㄢ⛬ᅾᏛ
⡿ᒣዡᏛ⏕࡞ࡾࠊ◊✲ࡋࢇࡔ࿅ࡉࢇࡣࠊ
༤ኈྕࢆྲྀᚓࡋ࡚ᖐᅜࠋ௨㝆ࠊᚑ᮶ࡢ᪥ᮏㄒ࣭
᪥ᮏᩥᏛ୰ᚰࡢ᪥ᮏ◊✲ࢆ㉸࠼ࠊṔྐ࣭ᩥࠊ
⤒῭ࠊ♫࡞ከศ㔝ࡽ⥲యⓗ᪥ᮏࢆᤊ࠼
ࡿ᪥ᮏᏛࢆᗈࡵࠊᏛࢆ❧ࡕୖࡆ࡚ከࡃࡢ᪥ᮏ
◊✲⪅ࢆ⫱࡚ࡓࠊ㡑᪥Ẹ㛫ぶၿὶ༠ࢆ
タ❧ࡍࡿ࡞ࠊ㡑ᅜ࠾ࡅࡿ᪥ᮏ◊✲ࡢⓎᒎ
ᑐ᪥⌮ゎࡢಁ㐍ከ࡞㈉⊩ࢆᯝࡓࡋࡲࡋࡓࠋ

秋の外国人叙勲で米山学友が受章
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