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ご挨拶 曹 実様
中国からまいりました。今昭和音楽大学のピアノ科・修
士課程２年生です。
研究は日本における幼児の音楽メゾットに関してです。
今日、優秀なロータリークラブの会員の方と一緒に会う
ことが楽しみです。これからよろしくお願いします。

ご挨拶 ㈲堀口ハウス 代表取締役 堀口貴宏様
不動産業をしており不動産業に絡んだ業務も一部やって
おります。主に川崎駅の周辺と関内、横浜、新横浜エリ
アを中心として不動産業をやっております。最近いろい
ろな意味でマンネリ化している部分がありいろいろな人
と交流して刺激を得て生活に花を持たせたいなと思って
いる最中で、今回ご縁をいただいて参加させて頂きまし
た。本日はよろしくお願いします。

ゲストの紹介 鈴木昇二副会長
2019-20年ロータリー米山奨学生
曹 実様
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内田省治親睦委員長

Elizabeth Torres様(MANZANILLO RC）メキシコ
ご職業は大学教授。明日まで川崎日航ホテルにお泊まり
です。その後大阪、神戸、最後に北海道に行って６月に
お国に帰ります。

川島 光様（川崎中央RC)
島田精二様（川崎マリーンRC)
中條藝立様（川崎マリーンRC）

会員の入会祝い、誕生祝い

内田省治親睦委員長
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会員の誕生祝い
遠藤悦弘会員
須山文夫会員
牛山裕子会員
八尋匡彦会員
布川 浩会員

奥様誕生祝い
細谷重徳会員
石渡利治会員
清水宏明会員
秦 琢二会員
永松慎太郎会員
八尋匡彦会員

奥様 やす子様
奥様 紀美子様
奥様
晶子様
奥様
明子様
奥様
智子様
お母様 早苗様

会長報告 鈴木昇二副会長
①布川 浩会員 2019-20年度
ターアクト委員」

地区から委嘱状「ロー

会員の入会祝い
鈴木昇二会員 H16年5月12日（入会15年）

②大﨑克之会員に「第１回米山功労者感謝状」が届きま
した。

布川 浩会員
工藤和弘会員
2頁

H29年5月24日
H30年5月23日

③2018-19年度 青少年交換学生 須山なつみさんより
４月の月例レポートが届きました。回覧いたしますので
是非お読みください。
川崎大師ロータリークラブ
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猪狩佳亮幹事
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スマイルレポート（ニコニコボックス）林

鶴副会長

①回覧 他クラブ例会変更等のお知らせ、6/12最終移動
例会（田中家）出欠表、水陸両用バスツアーの出欠表
（本日最終）

川崎中央RC 川島 光様
久し振りにお世話になります。令和初のメイクに参りま
した。

②ポステイング ロータリーの友５月号、ガバナー月信
５月号、ロータリー手帳

川崎マリーンRC 島田精二様
いつも世話になります。今日宜しくお願い致します。

③⑤月国際ーロータリー為替レート
４月と変更あり

川崎マリーンRC 中條藝立様
本日宜しくお願い致します。

１ドル＝112円

④本日例会終了後 第１１回定例理事会を開催します。
出席義務者の方は、出席をお願いします。

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

2226回

４６

４０

２８

１２

70.00 ％

2224回

４７

４１

２５

１６

60.98 ％

前々回の修正 メークアップ 1 名 修正出席率

63.41 ％

宮山光男会員
5月8日の祝賀会では遠藤会長、猪狩幹事、林副会長、鈴
木副会長、出席の会員の皆様、有りがとうございまし
た。
嶋﨑嘉夫会員
おかげ様で、７期目の当選をさせて頂きました。今後と
もご指導をお願い申し上げます。
布川二三夫会員
鈴木昇二さん、先日はお世話になりました。
牛山裕子会員
川崎マリーンRC島田精二様、中條藝立様次年度のご準備
でお忙しい中、make-up頂き、ありがとうございます。
米山記念奨学生 曹実さん、川崎大師RCの例会の雰囲気
は如何でしょうか。クラブ会員の皆様、曹実さんを宜し
くお願い致します。何時か、ピアノ演奏をお願いしまし
ょう。
堀口貴宏様、ようこそお出で下さいました。ロータリー
の例会をお楽しみ下さい。

メイクアップ
岩井茂次会員
川崎大師ロータリークラブ

猪狩佳亮幹事
１．曹さん、堀口様、ようこそ大師ロータリーへお越し
下さいました。どうぞゆっくりとお楽しみください。
Welcome to Daishi、エリザベス！
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２．本日は遠藤会長が所用でお休みです。
この会長・幹事瀬木の組み合わせは、歴史上１回だけだ
と思いますので、遠慮なく写真に収めてください。
鈴木昇二副会長
本日は遠藤会長、所用でお休みのため会長代行の鈴木で
す。宜しくお願い致します。

本日のニコニコのテーマ
「令和になりました。
皆さん、新時代を楽しんでいますか？
友精読で幕開けです。
船山委員長、よろしくお願い致します。」
松井昭三会員、星野祐治会員、野澤隆幸会員
沼田直輝会員、伊藤佳子会員、布川 浩会員
細谷重徳会員、石渡利治会員、工藤和弘会員
内田省治会員、林
鶴会員、出井宏樹会員
須藤 宏会員
合計47,000円

委員会報告
●ローターアクト委員会 布川浩委員長
6/16（日）13：00～ローターアクト地区研修協議会・卒
会式が開催されます。
大師RAC他地区内ローターアクトの１年間の集大成とし
て活動報告を行います。
場所はホテル横浜キャメロットジャパンです。皆様是非
ご参加ください。

30Ｐ 感想
川崎大師RC 伊藤佳子さんの記事が載っております
15Ｐ 考えよう 海洋プラスチックごみ
16Ｐ 提言してくれた方のプロフィール
17Ｐ 技術連携で課題解決
最後のページ 愛があるなら叱りなさい
総評：鈴木昇二副会長
船山さん、今日はロータリーの友盛りだくさんでした。
まだまだ紹介したりないことたくさんあるようですがま
た次回に紹介していただければと思います。ありがとう
ございました。

閉会宣言・点鐘

鈴木昇二副会長

●次年度会長 須山文夫会長エレクト
地区大会のコ・ホストクラブ「RI会長代理接待委員」
「歓迎晩餐会委員」の委員の輩出をお願いされておりま
す。
是非とも立候補の程、お願いします。また地区大会に於
いても皆様にお手伝いお願い致します。

ロータリーの友精読
雑誌・広報委員会 船山佳則委員長
３P RI会長メッセージ
今月は地域に合わせた青少年奉仕と 考えよう、海洋プ
ラスチックごみとなっております。その内容を抜粋しな
がらすすめていきたいと思います。
７P 地域に合わせた青少年奉仕のあり方として
８P 姫路ロータリーキャンプ
９P 今治青少年ロータリー友の会
56P 青少年交換学生をマルセイユまで訪ねて 横浜南RC
31P 未来のリーダー しきたりに挑む
パズルdeロータリー：青少年にスポットをあてているの
で15歳から19歳までが交換学生として外国に行ける歳で
すということかと思っております。
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２０１９年５月１５日（水） 本日のお花
お花：ハナショウブ（花菖蒲）
花言葉は「優しい心」
梅雨の頃に咲いて、ゆうつな気分を慰めてくれる優美で
女性的な花の印象からの花ことばである
日時：令和元年５月２９日㈬は
通常例会です。
会員卓話
「児童虐待と児童相談所の役割について」
大﨑克之会員
クラブ
会 報
委員会

布川

浩／秦

琢ニ／船山

佳則／森田

尊久
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