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●司 会              横山 俊夫 SAA 

●開会宣言並びに点鐘       猪狩 佳亮 会長 

●斉 唱  ＜それでこそロータリー＞ 

      ♪須山 文夫 ソングリーダー 

 

●来訪ロータリアンの紹介  八尋 匡彦 親睦委員長 

川崎中央ロータリークラブ 中村 紀美子 様 

 

●会長報告            猪狩 佳亮 会長 

① 本日ポスティングした「コロナ禍における例会出

席の取扱いについて」 

 会社等での会合出席禁止、または個人のお気持ち（感

染予防を優先したい）などの理由で、会合形式の例会 

等への出席を見送りたい方は、申出書によりお申し出

ください。 

② 次回９月２日はガバナー公式訪問となります。 

コロナ禍ですが、ご出席いただける会員の方はぜひご

出席をお願いします。 

●幹事報告            竹中 裕彦 幹事 

① 次週 9 月 2 日は吉田ガバナー公式訪問です。スケ

ジュール調整のほど宜しくお願い致します。 

② 近隣クラブの例会変更を回覧しております。繰り

返しになりますが、メークの際には出来るだけ事前に

各クラブ事務局へ一報を入れてあげて下さい。 

●出席報告         中村 眞治 出席委員長 

メークアップ 須山 文夫 会員 

●スマイルリポート       大﨑 克之 副会長 

川崎中央ＲＣ 中村 紀美子 様 

本日メイクに参りました。宜しくお願い致します。 

須山 文夫 会員 

①妻にすばらしいお花をありがとうございました。 

②須山年度決算の協議会よろしくお願いします。 

③八尋前年度幹事 本当にありがとうございました。 

牛山 裕子 会員 

クラブ青少年奉仕委員会会議へ ZOOM でご出席の星

野委員長おつかれさまでした。当会議用に青少年交 

 会員数 対象者 出席 欠席 出席率 

2270 回 42 39 20 19 51.28 % 

2268 回 42 39 27 12 69.23 % 

前々回の修正メークアップ 1 名・修正出席率 71.79 %  

 

第４８期 

会 長 猪狩  佳亮 

副会長 大﨑 克之  

幹 事 竹中 裕彦 

ＳＡＡ 横山 俊夫 

 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～ 

例会場：大本山川崎大師平間寺 金剛閣 客殿 

http://www.kawasakidaishi-rc.com/  

daisi-rc.1973 @ air.ocn.ne.jp 

 

 

 

第２２７０回（本年度 第７回） 例会 ２０２０年８月２６日 －晴れ－ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1592016726/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuZDI3NDAub3JnLzIwMTMtMjAxNC9yaS9yb3RhcnlfbWFyay5odG1s/RS=%5eADBrITOxtIUE9X2p3PgfXLIEbF7gwc-;_ylt=A2RCCzHV7eJeHj8AMA0dOfx7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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換委員会が発表するＤＶＤ作成に秦会員にお力添

えいただきました。ありがとうございます。地区で

初めてのハイブリッド会議はいかがでしたか。 

松井 昭三 会員 

お暑う御座居ます。本日早退させて戴きます。 

竹中 裕彦 幹事 

①次週 9 月 2 日は吉田ガバナー公式訪問です。スケジ

ュール調整のほど宜しくお願い致します。 

②須山年度最後の最後までお疲れ様でした。 

③過日 29 歳の娘より｢そろそろ大人として自立しない

と…｣と云われ家出をほのめかされました。昭和の

人間なので嫁以外で娘を出すとは思ってみません

でした。 

大﨑 克之 副会長 

①前年度理事者の皆様、本当にお疲れ様でした。確か

にバトンをお預かりしました。次年度にバトンをお

渡しするまで、突っ走ります。 

②川崎中央ＲＣ中村紀美子様、本日はお暑い中ようこ

そお越し下さいました。 

猪狩 佳亮 会長 

①須山直前会長、八尋直前幹事 本日は渾身の決算報

告よろしくお願いします。 

②伊藤年度の理事役員、および５０周年の会長を選出

する方法を協議する重要なクラブ協議会です。白熱

の議論を期待しています。 

 

本日のニコニコテーマ 

『須山年度リーダーの皆様、お疲れ様でした。 

 会長・幹事、見事なラストスパートでした。』 

野澤 隆幸 安藤 賢一 岩井 茂次 鈴木 昇二 

伊藤 佳子 布川 浩 青山 正彦 奥山 啓寛     

                   各会員 

●委員会報告 

⦿青少年奉仕委員会         布川 浩 委員 

9 月 1 日(火)19 時 30 分～ 9 月第 1 例会を ZOOM にて

行います。テーマは元山会長による｢Go To キャンペ

ーンについて」。奮ってご参加下さい。 

●閉会宣言並びに点鐘       猪狩 佳亮 会長 

～～～ 第 3 回クラブ協議会 ～～～ 

 

猪狩会長司会のもと、第 3 回クラブ協議会を開催。 

 

① 須山年度活動報告と会計報告 

 須山直前会長挨拶の後、八尋直前幹事より活動報告

書に基づき決算報告を主に説明がありました。 

  

その後、炭谷会計監査より財務諸表が正しい旨ご

報告を頂き出席会員多数の承認を得ました。 

 

② 次年度理事役員・次々年度会長選出方法の諮問 

 当クラブ 2022-23年度 50代会長選出方法を細則第 1

条第 1 節(a)、(b)項に基づき会員に諮問するもご意見

が出ませんでした。猪狩会長より提案があり例年通り

の指名委員会一任と満場一致で決定しました。その後

同第 5節により鈴木昇二会員を指名委員長に選出しま

した。 
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③ コロナ禍における例会出席の取扱いについて 

 中村出席委員長より標記の件、本日配布の文書につ

いて理事会承認事項を背景に説明がありました。 

 

 牛山会員より、｢コロナ感染の状況にもよりますが、

月 1 回はなんらかの形で皆さんのお顔が見れるような

例えば地区青少年奉仕委員会で実施したようなハイブ

リッド例会の準備に向けて工夫をしたら如何か｣との

ご提案を頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 9 月 9 日(水)はロータリーの友精読です。   

水口 衛 雑誌・広報委員長と記事関連委員会 

クラブ会報委員会 横山 俊夫 青山 正彦 竹中 裕彦 
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