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●司会……安東仁志ＳＡＡ
●点鐘……後藤雅晴会長
●ロータリーソング
佐野ﾛ-ﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ
「我らの生業」
○本日のメニュー
洋食
特別ビジター紹介

出席報告
須山出席委員長
会員数

出席
該当者

出席者 欠席者

ホーム
クラブ

1403 回

35

32

26

6

81.25

1401 回

37

35

30

7

85.71

メイク

1

前々回
修正

88.57

(野口会員)

後藤会長
表敬訪問にお越しいただいた方々
(川崎 RC)
会長 野中 茂様 幹事 横田圭二様
(川崎ﾏﾘｰﾝ RC) 会長 安本好勝様 幹事 小枝義夫様
(新川崎 RC) 会長 櫻井規雄様 幹事 沼田光義様

7 月の誕生日
坂本将平親睦活動委員長

ビジター紹介
坂本将平親睦活動委員長
(川崎 RC)

簔口昌明様
田中 高彦会員 （１５日） 坂本 将平会員 （１６日）
佐野 嘉男会員 （２７日） 木村 教義会員 （２９日）
後藤会長指針『 地道な活動を通じて友情と信頼関係を高め、ロータリーを楽しもう 』

スマイルレポート

会長報告

後藤会長
１、7 月 7 日
「地区クラブ奉仕。広報公共ｲﾒｰｼﾞ合同セミナー」
7 月 8 日には「地区拡大増強セミナー」の開催が
あった。ＲＩの規定審議会で規定，会則の全面的
見直しを行い
ア 入会金の廃止
イ 出席の柔軟性
ウ 例会の回数 について、会費を含めて今後の
会の「あり方」を考える必要がある。
２、７月２５日の夜間例会には参加願いたい。
３、８月１日にはクラブ協議会には全員参加で臨みた
い。中座する人はあらかじめ石川幹事にご連絡さ
れたい。

幹事報告

石川幹事
◎

例会変更のお知らせ
〈川崎南ＲＣ〉
☆８月１６日（火）休会 定款細則により
☆８月３０日（火）
夜間移動例会
場所：中華街 萬珍楼 点鐘：18：30
☆９月２０日（火）休会 定款細則により

〈川崎マリーンＲＣ〉
☆７月２８日（木）夜間移動例会 屋形船
◎

週報を送ってくださった RC
川崎南ＲＣ

◎

本日の配布物
7/4 会報
理事会議事録

委員会報告

坂本将平親睦活動委員長
７月２５日(月)夜間移動例会 点鐘 17：30
ゲストを連れて参加して下さい。
安東仁志米山奨学生カウンセラー
７月６日に米山奨学生ジェームズ君のカウン
セリングを実施し、奨学金を渡しました。

渡部典行副会長
川崎 RC 野中会長・横田幹事
…後藤丸の船出をお祝い申し上げます。
本日は表敬訪問にまいりました。お世
話になります。
川崎マリーン RC 安本会長・小枝幹事
…本日は、表敬訪問に参りました。貴クラ
ブのご隆盛を心より祈念申し上げます。
一年間よろしくお願い申し上げます。
新川崎 RC 櫻井会長・沼田幹事
…本年度 1 年間どうぞよろしくお願い申
し上げます。貴クラブの益々のご発展
をご祈念申し上げます。
箕田正明様…本日メーキャップでお伺いしました。
宜しくお願いします。
(川崎 RC)
後藤会員……①本日は「川崎」
「川崎マリーン」
「新川
崎」各ロータリークラブの会長、幹事さ
ん表敬訪問ありがとうございました。
②暑い日が続きます。皆さん健康に留意
しましょう。
石川会員……①お暑うございます。川崎ＲＣ会長幹事
様、川崎マリーンＲＣ会長幹事様、新川
崎ＲＣ会長幹事様、本日は表敬訪問あり
がとうございます。
②先日は娘の誕生日にお花ありがとう
ございました。
渡辺会員……川崎 RC、川崎マリーン RC、新川崎 RC の
会長幹事様、暑い中ご訪問頂きありがと
うございます。
野口会員……①いよいよ本格的な夏を迎えることに
なりました。川崎住宅の簔口様ようこそ
いらっしゃいました。
②新規の役員の皆さんよろしくお願い
します。
川島会員……理事役員の皆様 1 年間頑張って下さい。
お世話になります。
牧島会員……超早期の夏休みを取って旅行に行って
きました。イギリスの EU 離脱は EU 本部
のあるブリュッセルで聞きました。
本多会員……今年もかなり暑いですね。梅雨明けはそ
ろそろでしょうか？再来週のバーベキ
ュー夏バテ防止暑気払いにもってこい
の企画ですね。皆様お身体に気をつけて
下さい。
森本会員……3 役の皆様 1 年間よろしくお願いします。
松本会員……今年度青少年奉仕を担当させていただ
きます。皆様のご理解とご協力をお願い
致します。

中村会長指針『 ― 何事もはじめの一歩から ― （30 周年を終えて） 』

山口会員……今週のフロンターレ情報です。おととい
の土曜日名古屋で試合があり、3-0 で勝
利しました。引き続き年間首位をキープ
しております。
森川会員……皆様こんにちは。お暑うございます。
熱中症に気をつけましょう。日々の品行
方正さが健康につながりますよ！渡部
副会長どの!!
木村会員……暑い毎日が続きます。体を大切にしなが
ら生きていますよ！
伊藤(弘)会員…いよいよ後藤年度の活動として職業
奉仕の活動を始めます。ご協力をよろし
くお願いします。皆様の会社に訪問させ
ていただき、インタビューさせていただ
きに参ります。
坂本(竜)会員…川崎ＲＣ、川崎マリーンＲＣ、新川崎
ＲＣの会長幹事様ようこそいらっしゃ
いました。宜しくお願い致します。
飯島会員……毎日暑いですね。今日もよろしくお願い
致します。
関 会員……第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 クラブの会長幹事の皆様よ
うこそ。新年度のご活躍を期待します。
安東会員……本日は委員長、理事のご挨拶よろしくお
願い致します。
坂本(将)会員…皆様こんにちは。再来週は川崎競馬場
での夜間例会となります。是非ご家族、
ゲストをお誘い下さい。本日もよろしく
お願い致します。
渡部副会長、石川幹事、頑張って下さい。
棚沢会員……7 月 1 日から職場でサマータイムを導入
しました。日勤時間を 30 分早めて 8：
15～17：00 を勤務時間にしました。ア
フター5 を有効に使ってもらいたいと考
えています。
渡部会員……①本日ご来訪の会長幹事様、ありがとう
ございます。今期よろしくお願い致しま
す。
②理事役員の皆様 1 年間よろしくお願
い致します。
1403 回 24 件 61,000 円 累計

卓話

理事・役員 挨拶
☆伊藤弘志職業奉仕委員長

ＯＮＥ ＴＯ ＯＮＥでいろいろな会社を訪問
して対面にてお話(職業)をして理解を深めるこ
とを行っている例もあり参考にしたい。職業活動
を幅広く知りたい試行したい。

☆牧島聡社会奉仕委員長

東扇島清掃活動は続けていきます。

☆山口幸太国際奉仕委員長

52 件 137,000 円

今期 3 年目となります。自分に何が出来るか探し
ながら取り組んでいきます。

中村会長指針『 ― 何事もはじめの一歩から ― （30 周年を終えて） 』

☆松本寛青少年奉仕委員長

☆坂本将平親睦活動委員長

第 2590 地区の青少年交換留学生の制度を多いに
活用してほしい。以前とは違い、自分の家族や親
戚を紹介しることが出来るようになった。8 月末
には募集の連絡をきます。
ライラ（ＲＹＬＡ）ﾛｰﾀﾘｰ青少年指導者養成セミ
ナーに多くの人の参加を希望します。コミュニケ
ーション能力が向上します。来年 2 月の予定。
マナーキッズは検討中、ご理解ご協力をお願いし
ます。

何か目的をもって行動していきたい。例えば増強
に対する活動等。各委員会と連携してイベントを
計画していきたい。

☆渡部典行クラブ奉仕委員長

☆森川会計委員長

各クラブが定款細則を改定してニーズにフィッ
トさせようという話があった。実際はこれまで通
りにしたいクラブが多い。若手の参加が増える工
夫が必要。

卓話予定
会員減の対策として強い会計を目指します。
お金があって出来る事もある。
皆さんのご協力をお願い致します

７月 18 日(月)

休会

海の日

７月 25 日(月)

夜間移動例会
川崎競馬場 BBQ

今週の担当者
棚沢 聡 会報委員長
分かり易い会報を作っていきたい。
9 名体制でやっていく。
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