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「奉仕の理想」須山文夫ソングリーダー

ロータリー青少年交換学生 アレクサンドレ ゼノン君

会長報告

遠藤悦弘会長

今月末３月３１日に聖光学院にて地区研修・協議会が行
われます。是非ご出席をお願いいたします。

幹事報告

猪狩佳亮幹事

川崎南RC メイクのご案内がきております。
４月２日㈫ 12:30点鐘
卓話者は 日本ラグビーフットボール協会 今泉清様
「ラグビーの魅力～ワールドカップ日本開催にむけて」
ご希望の方は、本日午後8時までに、幹事までお知らせ
ください。
川崎大師ロータリークラブ
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川崎中央RC 中村紀美子様
先日は私のつたない話をお聞き下さいましてありがとう
ございました。
本日のニコニコのテーマ
「今週末はお花見には行けませんが、
今日のお花見移動例会を存分に楽しみましょう！」
一律1,000円のご協力をいただきました。
合計31,000円

委員会報告
横山俊夫

出席報告

先ほど、遠藤会長からもお話がありましたとおり、3月
31日 当クラブがホストクラブとなり、本年度の地区研
修・協議会が行われます。
つきましては、皆さまの御協力を切にお願いする次第で
す。

伊藤佳子出席委員長

次回、まとめてお伝えいたします。

スマイルレポート（ニコニコボックス）林

地区研修・協議会委員長

鶴副会長

●閉会宣言並びに点鐘
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本日は伊藤会員のお店「惠の本」さんにてお花見移動例
会を行いました。司会は、内田親睦委員長です。
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最後は、須山会長エレクトに締めていただき、本年度の
お花見移動例会を終了させていただきました。

乾杯は、岩井PPです。よろしくお願いします。
内田親睦委員長、お疲れ様でした。

２０１９年３月２７日（水） 本日のお花
お花：桜
さくらは種類が多くありますが、今回の桜は【都桜】で
す。
花言葉：「精神の美」
花言葉の由来は諸説あるようですが、アメリカ初代大統
領ジョージ・ワシントンが子供の時に誤って父が大切に
していた桜の木を切ってしまい、正直にそれを告白した
という逸話からきています。

沼田会員からは、ゴルフコンペの結果発表をしていただ
きました。

日時：平成３１年４月１０日㈬は
通常例会です。

クラブ
会 報
委員会

川崎大師ロータリークラブ

◇卓話「ＰＥＴＳ 報告」
会長エレクト 須山 文夫会員
布川

浩／秦

琢ニ／船山

佳則／森田

尊久
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