
川崎大師ロータリークラブ 週報 第４２号           ２０１２年 ５月３０日 発行  1頁 

 

日 発行   1頁 
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●司会           須山 文夫 副ＳＡＡ 

●点鐘             増田 昌美 会長 

●斉唱               「奉仕の理想」 

須山 文夫 ソングリーダー 

卓話者の紹介          増田 昌美 会長 

               宮山 光男 会員 

 

 

 

 

 

 

 

来訪ロータリアンの紹介  岩井 茂次 親睦委員長 

川崎中央ＲＣ           飯島 美代 様 

                中村紀美子 様 

                本多  修 様 

会長報告          増田 昌美 会長 

来週 5月 30日は、

100％出席例会で

す。お声を掛け合

って出席しましょ

う。 

 

 

 

幹事報告           武者 惠吾 幹事 

１．「６月の例会日と内容」と「例会変更のお知らせ」

をポスティングしましたので 

ご確認をお願い致します。 

２．本日ローターアクトの例会卓話は、竹中会員による

「保険について」です。 

地区の久本ＲＡＣ委員長や石渡さんもおみえになりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告          須山 文夫 副ＳＡＡ 

会員数 対象者 出席 欠席

1907 回 60 49 26 23 53.06 ％

1905 回 60 52 38 14 73.08 ％

4 修正出席率 80.77 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

通算 出席率

メイクアップ 

林  鶴、竹田 正和、渡辺冨士夫、竹中 裕彦、 

坂東 保則   各会員 

5月３０日は出席１００％例会です。皆様、よろしく 

 

スマイルレポート(ニコニコボックス) 

村石 庄作 副会長 

第１９０７回（本年度 第４2回） 例会 平成２４年 ５月 ２３日  晴れ 

川川川崎崎崎大大大師師師ロロローーータタタリリリーーークククラララブブブ週週週報報報   

第３９期 

会 長 増田 昌美 

副会長 竹中 裕彦 

    村石 庄作 

幹 事 武者 惠吾 

ＳＡＡ 白石 浩司 

 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０～ 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館 

事務局：〒210-0812 神奈川県川崎市川崎区東門前 1-15-10 カーサ石井 1F 

 
Tel.044-277-7569  Fax.044-288-8550 

URL http://kawasakidaishi-rc.com/  E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 

 

 

http://kawasakidaishi-rc.com/


川崎大師ロータリークラブ 週報 第４２号           ２０１２年 ５月３０日 発行  2頁 

 

日 発行   2頁 

 

 

Reach Within to Embrace Humanity こころの中を見つめよう 博愛を広げるために 2011-12年度 第 2590地区 

川崎中央ＲＣ          飯島 美代 様 

本日はお世話になります。宜しくお願いします。 

川崎中央ＲＣ         中村 紀美子 様 

本日メイクに参りました。 

川崎中央ＲＣ           本多 修 様 

初めてのメイクです。よろしくお願いします。 

安藤 賢一 会員 

天気が良いので、散歩に出てきました。 

宮山 光男 会員 

本多さん、お久しぶりです。9月 8～16日世界宗教者平

和の祈り宜しくお願い致します。 

竹田 正和 会員 

① 宮山実行委員長卓話宜しくお願いします。 

② 鈴木(幹)さん、野沢さん、先日の「７、八会」お疲

れ様でした。 

増田 昌美 会長 

① 宮山実行委員長、卓話よろしく。 

② 来週 5月 30日は、100％です。声を掛け合って出席

しましょう。 

武者 惠吾 幹事 

① 先週は仙台へ行っていたため、出席出来なくて申し

訳ございませんでした。 

② 40 周年記念事業が始まります。皆さん、ご協力宜

しくお願いします。 

本日のニコニコのテーマ 

「いよいよ４０周年が始まります。皆さんで創り上げま

しょう！」 

♪野沢 隆幸♪鈴木 幹久♪小泉 知寛♪布川二三夫 

♪石渡 勝朗♪村石 庄作♪牛山 裕子♪竹内 祥晴 

♪伊藤 佳子♪岩井 茂次♪竹中 裕彦   各会員 

委員会報告  

親睦委員会          岩井 茂次 委員長  

本日通知させていただきますが、６月１３～１４日に 

箱根の河鹿荘にて、本年度最後の一泊移動例会を行いま

す。ゴルフコンペも行います。できるだけ大勢の会員の 

卓 話 

40周年記念実行委員長 宮山 光男 

〃  副実行委員長 武者 惠吾 

これまでの進捗状況をご報告致します。 

第１回実行委員会 2011年 7月 21日(木) 惠の本 

１.実行委員会の組織構成と人事について 

２.今後のスケジュールについて 

第２回実行委員会 2012年 1月 24日(火)海鮮寿司松慶 

１.実行委員会の組織構成と人事について 

２.今後のスケジュールについて 

３.工程表の作成 

第３回実行委員会 2012年 3月 7日(木) 惠の本 

１.経緯確認 

２.実行委員会組織とメンバーについて 

３.総務・行事・事業各委員会のスケジューリング 

第１回事業委員会 2012年 3月 17日(水) 惠の本 

第２回事業委員会 2012年 4月 6日(水)中華料理天龍 

１.40周年記念で行う事業について(継続) 

 

姉妹クラブへは、3 月 12～14 日に台北西門ＲＣへ増

田会長・横山エレクト・村石副会長・竹中副会長・武者

幹事・布川二三夫さん・野沢さん・水口さんと私の 9

名で、また 5 月 9～11 日に漢城ＲＣへ増田会長・竹中

副会長・布川二三夫さん・水口さんと私の５名で周年式

典へのご案内に行って来ました。 

 予算的には、これまでの各年度に積み上げて頂いた金

額が、約 502 万円あります。これがベースになるかと

思います。 

 これから皆さんのご協力を頂き良い周年事業を創り

上げていきましょう。 

 

 

 

 

参加と早めの登録をお願いします。 

次回例会 

平成 24年 6月 6日（水） 

卓話 

元東門前小学校校長 

山田 兼充 様 

「川崎市の教育について」 

：クラブ会報委員会： 

岩崎寛／川又竜志郎／久保博和／沼田直輝 


