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●

司会……本多ＳＡＡ

●

点鐘……渡辺雅夫会長

●

ロータリーソング
「

○

本日のメニュー

渡部会長エレクト
飯島副ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

長島 章浩 様

奉仕の理想 」
洋食

ビジター紹介
山口親睦活動委員長
(川崎RC)

小林 一 様

渡辺会長指針『 もういちどクラブを見つめ直そう 』

出席報告

幹事報告
須山出席副委員長
伊藤弘志幹事

会員数

出席
該当者

出席者 欠席者

ホーム
クラブ

1487回

36

36

24

12

66.66

1485回

36

35

25

10

71.43

メイク

3

前々回

◎

修正

80.00

（関会員・中村会員・安東会員）

◎
◎

5月の誕生日
山口幸太親睦活動委員長

例会変更のお知らせ
<川崎幸ＲＣ>
６月２２日（金） 夜間例会
2017-18年度 最終例会
川崎日航ホテル例会場
週報を送ってくださったRC
ありません。
本日の配布物
会報
5/28・6/3.4の会報
マンスリーレター
ロータリーの友

委員長報告
山口親睦活動委員長
６月３日～４日 １泊移動例会、無事に終わりました。
ありがとうございました。

（大石さん！女性に囲まれてご満悦？）
本多みちよ会員 （1日） 谷口定子会員（５日）
大石 節会員 （17日） 石川三枝子会員（２２日）

会長報告
渡辺会長

■24日、伊藤弘志幹事とともに上原尚子会員に会
い、かねて要望の休会の扱いで協議。
本人の意向が明確であり、且つクラブ細則条項
を満たしていると判断し、書面にて休会届を受
領しました。正式には6月11日の理事会に諮り審
議の上、結論を出すことに致します。

スマイルレポート
坂本竜麻副会長
小林 一様…よろしくお願いいたします。（川崎RC)
渡辺会員……①小林様、ようこそお越し下さいまし
た。ごゆっくりどうぞ。
②長島様宜しくお願い申し上げます。
伊藤(弘)会員…①長島様ようこそ。入会申し込みあ
りがとうございます。これからよろし
くお願いします。
②山口親睦委員長、一泊移動例会あり
がとうございました。日光は久しぶり
でした。とても楽しい移動例会でした。

渡辺会長指針『 もういちどクラブを見つめ直そう 』

関

会員……山口さんをはじめ役員の皆様、先週の
一泊旅行ではお世話になりました。
御苦労様。
森本会員……山口様をはじめ移動例会では大変お世
話になりました。
大石会員……今月も宜しくお願いします。
森川会員……皆様こんにちは。皆様移動例会お疲れ
様でした。楽しかったですね！山口親
睦活動委員長、親睦委員の皆様お疲れ
様でした!!
野口会員……先日の一泊移動例会、東照宮、日光二
荒山神社参拝お世話になり、ありがと
うございました。
石川会員……本格的な梅雨に入りました。気持ちは
晴々としませんが、一番晴々している
のが、渡辺会長だと思います。最近よ
り一層嬉しそうです。
安東会員……先日、磯子ロータリークラブに卓話に
行って参りました。
「大好評？」でした。
本多会員……一泊移動例会皆様お疲れ様でした。神
社好きの私にとって二荒山神社は初め
てで中村さんのおかげで、短いご参拝
の中で御朱印もいただけてとても有意
義でした。また、渡部さんには皆さん
に便乗してイチゴのソフトクリームを
おねだりしてしまい、ごちそうさまで
した。そして何よりも山口親睦活動委
員長楽しい時間をありがとうございま
した。
石田会員……皆様うっとうしい梅雨ですね。移動例
会お世話になりました。ブルージュー
ンですね。土曜日はハマスタでベイス
ターズ対ファイターズを見ましたが、
大変暑く熱中症になってしまいました。
今日はクラブフォーラムよろしくお願
いします。
小又会員……先週の移動例会は行けなくて残念でし
た。６月７日地区の米山奨学委員会に
出席してきました。
栁町会員……先週は一泊移動例会、皆様お疲れ様で
した。楽しかったです。
坂本(竜)会員…台風が近づいてきているようです。
皆様お気をつけ下さい。

卓話

クラブフォーラム

クラブについて
渡辺雅夫会長

今回は、クラブについて皆様からの考えをお聞きす
る機会を作りました。テーマとして3つの課題を作り
ました。
◎ あなたのクラブを引き留めているものは何です
か？
～「川崎中央」の特徴・魅力とは
◎ 今のクラブでロータリーとして欠けているもの
は何ですか？
～ロータリークラブにいるのならば
是非とも取り組んでみたいものは
◎

今の例会に満足していますか？
～進め方や内容について意見がありますか

ですが、これにとらわれず、皆様の忌憚ないご意見
をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたし
ます。

1487回 15件 21,000円 累計 659件 1,072,000円
以下 会員からのご意見
〇

川崎市青年工業経営研究会（２水会）を定年
になり、森川会員よりお誘いを頂き、良いクラ
ブに入れていただいたと思います。行事、人脈、
奉仕の心、多々勉強になり充実して素晴らしい
です。また今後も励みます。

渡辺会長指針『 もういちどクラブを見つめ直そう 』

〇

クラブに入会して６年が過ぎました。
２年目から、役職につくことになり、今日まで
やってきました。最近は仕事で多忙になり、今
までのように活動ができるのか心配な面でも
あります。こちらに入り、他業種の方との交流
が持てるようになり、また、チャーターメンバ
ーの方からも、ロータリーのお話を伺い、学ば
せていただいております。今後共よろしくお願
いします。

〇

チャーターメンバーとして、３３年。
以前は若い方とのギャップは感じなかったが、
10年前頃から感じるようになった。ロータリー
は、年齢、役職が関係なく全て一兵卒である。
年を重ね周りが寂しくなる昨今、老若男女問わ
す交流が持てることは大事なこと。
親睦に始まり、親睦に終わる。

〇

世の中の見解に申し少し敏感になっていいの
では？

〇

クラブの方が次男を入会に誘ってくれている
が、いかがなものか？

〇

入会にて、1年が経ちました。地区の活動に参
加することになって、地区で他クラブの方と話
をしたとき、とてもアットホームなクラブで楽
しそう言われました。
とても、楽しいクラブです。

〇

周りの方からなんでそんなに一生懸命出席し
ているのかと問われることが多い。
自分より若い男女が殆どなので活力を頂いて
いる。

〇

今のロータリーの問題点は地区幹部と
いちクラブの一般会員との格差がある。
あくまでも、クラブが中心的にやることなので、
仲良くやっていきたい。
たかがロータリーされどロータリー！

卓話予定
6月18日(月)

今週の担当者

会報委員

石川三枝子

石田 幸兒

坂本

阿野

牧島

小又 義幸
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