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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
福与ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ
飯島副ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ
「
○

本日のメニュー

出席報告
須山出席副委員長
会員数

我らの生業 」
洋食

出席
該当者

出席者 欠席者

ホーム
クラブ

1488回

36

34

25

9

73.29

1486回

36

36

24

12

66.66

メイク

4

前々回
修正

80.55

（飯島・小又・川島・松本 各会員）

ビジター紹介

会長報告
山口親睦活動委員長

(川崎RC)
(川崎RC)
(川崎RC)

大久保公之様
簔口昌明様
杉山信雄様

渡辺会長

■11日の今年度最終定例理事会にて、ニコニコ寄付
金より50万円を、クラブ創立35周年記念事業用に
使途を限定し、多目的会計へ資金移動することに
承認を得ました。

渡辺会長指針『 もういちどクラブを見つめ直そう 』

中村会員……理事・役員お皆様一年間お疲れ様でし

幹事報告

た。

伊藤弘志幹事
◎
◎
◎

例会変更のお知らせ
ありません。
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
6/11の会報

委員長報告
次期 松本戦略委員長
２５日の例会後戦略計画の方向付け等を話し合いた
いと思います。
次期 本多親睦活動委員長
７月３０日の納涼夜間移動例会は、鶴見の楽スパに
決定しました。詳細については後日お知らせします。

スマイルレポート
坂本竜麻副会長
大久保公之様…お世話になります。
（川崎RC)
簔口昌明様…渡辺会長１年間お疲れ様でした。
（川崎RC)
杉山信雄様…この度はお騒がせしましたこと、お詫
び申し上げます。
（川崎RC)
渡辺会員……①理事・役員の皆様、一年間ありがと
うございました。
②栁町様、先日はかえってごちそうに
なりました。
伊藤(弘)会員…理事・役員の皆様、一年間ありがと
うございました。今期は、定款細則の
健康、休会の取扱いなど、熱く議論を
重ねた理事会ばかりでした。お世話に
なりました。
川島会員……①理事・役員の皆さま一年間ご苦労様
でした。
②大阪の今朝の地震、被害がひろがり
ませんように祈ります。
関 会員……理事・役員の皆様一年間御苦労様でし
た。本日は、午後２時より新横浜での
会合があり早退させていただきます。
折角のお話を聞けずに失礼します。
松本会員……入院でご迷惑おかけしました。お見舞
いを頂きありがとうございました。
森本会員……早退します。申し訳ありません。

森川会員……①本日は梅雨ですね。坂本竜さん、小
又さん、ナベさん、こうたくんお世話
になりました。
②堀之内で火災があり会社がちょっと
燃えました。セコムさんのおかげで助
かりました。安全第一です!!
後藤会員……いよいよ今年度も終局を迎えておりま
す。皆さんご苦労さんでした。
野口会員……①理事・役員の皆さん一年間ﾛｰﾀﾘｰお疲
れ様でした。お世話になりました。
②お火薬様の大久保様、簔口様ようこ
そいらっしゃいました。
木村会員……先日視察を兼ねてタイのバンコクに行
って参りました。蒸し暑かったです。
雨は降らずによかったです。アユタヤ
遺跡が印象的でした。
佐野会員……理事・役員の皆様1年間御苦労様でした。
今シャンクで悩んでます。
渡部会員……先週は夜に呼び出され飲まされました。
本日は、森川さんが同友会でPM6：30か
ら発表です。
安東会員……地震こわいですね。明日は決戦です。
（ワールドカップ）応援しましょう！
山口会員……皆様こんにちは。先日妻の誕生日にお
花が届きました。家の中が明るくなり
妻も喜んでおりました。毎年ありがと
うございます。
本多会員……今朝大阪で地震がありましたがあとか
ら被害の状況や建物や家具などの下敷
きにあい亡くなられた方のニュースを
聞きとても心が痛みます。こちらは平
常通りに仕事や生活ができていますが
同じ日本の出来事なのでいつも震災の
度に考えさせられます。
小又会員……昨日は鎌倉に行きました。１番美味し
いという鰻を食べて八幡宮お参りして
北鎌倉の縁切寺行って夜食を買って家
で飲んで寝ました。
栁町会員……渡辺会長、青木様先日は私達新入会員
のために一席設けていただきありがと
うございました。昔のお話がいろいろ
聞けて楽しかったです。
細谷会員……先週は広島へ行き欠席してしまいまし
たがこれからは頑張ります。
坂本(竜)会員…各所で地震が多いですね。気を付け
ましょう。

1488回 23件 30,500円 累計 659件 1,102,500円

渡辺会長指針『 もういちどクラブを見つめ直そう 』

卓話

理事・役員退任挨拶
安東仁志職業奉仕委員長

日金沢八景の横浜市野島青少年研修センターで行われ、
弊社の社員1名参加しました。
参加者の感想は、いろいろなタイプの人と接し、接し
方を学んだ。意見のまとめ方を学んだ。コミュニケー
ション力を高めるには良い研修との所感です。リーダ
性を持った方が見本として見られるのも一般の公開講
座より良いと思うという感想でした。次年度も予定さ
れておりますので、会員方々には、リーダシップ研修
をご活用ください。
以上が、青少年奉仕委員会の活動です。ご協力ありが
とうございました。

山口幸太親睦活動委員長
株式会社ブラザー（石田会員の会社）に職場訪問させ
ていただきました。会員の仕事内容がわかり、また、
見学の方々も喜んでくださり、良い経験となりました。

森川友生男社会奉仕委員長
7月31日の屋形船の夜間移動例会から始まり、お月見例
会、クリスマス家族会、お花見例会、日光への一泊移
動例会、いろいろな親睦活動を行ってきました。たく
さんの方の参加が励みになりました。みんなで和気あ
いあいと楽しませていただきありがとうございました。

増山雅久拡大増強委員長
市民祭りを復活させたことが一番印象に残ることです。
皆様には大変ご協力をいただきありがとうございまし
た。

松本 寛 青少年奉仕委員長
今期は3人増強・退会なし素晴らしいことだと思います。
思い残すことは、準会員制度が却下されたことです。

木村戦略計画委員長
青少年奉仕の様々なプログラム、｢ｲﾝﾀｰｱｸﾄ｣｢ﾛｰﾀｰｱｸﾄ｣
｢ﾛｰﾀﾘｰ青少年交換」
「RYLA」
「自主活動」などがありま
す。
ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会に岩井副委員長に参加していただき
ました。
今期の「自主活動」は2017.11.20川崎市立川中島小学
校に学校創立８０周年のテントを贈呈しました。贈呈
式に渡辺会長・松本青少年奉仕委員長、中村会員が出
席しました。
「ﾛｰﾀﾘｰ青少年交換」2018.1.22に15-16年度ドイツ派遣
の交換留学生服部さくらさんのお招きし卓話を実施い
たしました。
次に、RYLAです。青少年のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟと人格の養成で、
地域を担うﾘｰﾀﾞｰの研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。今回は2/17・18

仲間作りが一番大切なことだと思います。3年体制で考
えていきたいので石川年度には再度戦略計画委員長に
なり、結果を出したいと思います。

渡辺会長指針『 もういちどクラブを見つめ直そう 』

福与ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ委員長・飯島副委員長

川島光米山奨学委員長

一年間楽しかったです。ありがとうございました。

毎年のことながら一人25,000円のご協力ありがとう
ございました。目標達成することができました。
ﾛｰﾀﾘｰは出席することが一番大切です。
奉仕活動は米山に寄付することが一番大切です。

須山康成出席副委員長

佐野嘉男Ｒ財団委員長
ロータリアンは出席することが一番
100％になるよう皆さん頑張りましょう。

渡部典行会長エレクト

今年も一人120＄の目標達成しました。全員のご協力
ありがとうございました。

期首資料、予算案をすべて終わったし、一段落です。
安東次期幹事はもちろんのこと、東邦プランの営業
の方、本多さんには大変お世話になりました。次年
度は皆様にお世話をかけると思いますが、頑張りま
すのでよろしくお願いいたします。

中村紀美子友好クラブ委員長

卓話予定

6月25日(月)三役退任挨拶
思ったことが出来ず、すみませんでした。
やりかけている分は完成させるよう、頑張ります。

会報委員
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