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司会……森川友生男ＳＡＡ
点鐘……渡部典行会長
ロータリーソング……佐野嘉男ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ
「我らの生業」

○

本日のメニュー

2 月の誕生日

本多親睦活動委員長

和食

ビジター紹介

本多親睦活動委員長
飯島美代会員（3 日）・森本邦康会員（6 日）

(川崎 RC)

中山紳一様
会長報告

出席報告
栁町出席委員長
会員数

出席
該当者

出席者 欠席者

ホーム
クラブ

1515 回

38

37

30

7

81.08

1513 回

38

36

28

8

77.77

メイク

1

前々回
修正

80.55

（坂本竜麻会員）
渡部会長指針『

渡部会長
・ ３月１８日（月）10：30～17：30 まで、クラブ
会長エレクト研修セミナー
（ＰＥＴＳ）がソシア２１にて開催されます。
石川会長エレクトよろしくお願いします。

奉仕活動と親睦活動を通じ、会員同士の誇りと絆で愛されるロータリークラブを作る

』

・ ４月２５日(木) 15：00～18：00
新企画「フレッシュ交流会」がソシア 21 で開
催されます。
新会員同士が知り合い、親睦と奉仕を大切にす
るロータリーを感じる、
従来の新会員セミナーの発展型セミナーです。
対象者は石田会員、小又会員、谷口会員、栁町
会員、細谷会員、
長島会員、萩原会員、林会員の８名になります。
出席者のみ事前にアンケートをお願いします。
幹事報告

安東仁志幹事
◎

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
ロータリーの友
ガバナー月信（マンスリーレター）
会報 2/25 分

委員会報告

本多親睦活動委員長
４月１日(月)お花見例会
飯島会員のご厚意により、飯島会員宅で行います。
会員の皆様の参加お待ちしています。

松本青少年副委員長
２月 9 日（火）～10 日（日）
ＲＹＬＡ（青少年指導者養成プログラム）に
金内桐吾さんが参加しました。
本日、研修の報告にいらっしゃいました。
他業種の方と交流ができてよかったです。

スマイルレポート
山口副会長

中山紳一様…メイクアップに伺いました。よろしくお
願いします。昨年 11 月、市民祭りの焼き
鳥非常においしかったです。今年も楽し
みにしています。
(川崎 RC)
渡部会員……本日のファミリーミーティング報告の発
表をよろしくお願いします。
安東会員……本日、ﾌｧﾐﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ発表よろしくお願い
致します。“35 周年”どうなりますか？
関 会員……①川崎商工会議所中山副会頭ようこそ。
②2/25(月)のファミリーミーティングで
は森本リーダーご苦労様でした。
増山会員……中山副会頭ようこそ！私は確定申告で超
忙しい状況で稼ぎまくっています！皆様
確定申告はお早めに！！！
森本会員……よろしくお願いします。
松本会員……先週のファミリーミーティングでは、
Ａクループ、森本リーダー、長島サブリ
ーダー、Ｂグループ、山口リーダー、細
谷サブリーダーお世話になりました。本
日の発表よろしくお願い致します。
大石会員……今月もよろしくお願いします。
中村会員……①昨日は娘の誕生祝いのステキなお花を
ありがとうございました。
②中山さんようこそ！
後藤会員……皆さん今日はよろしくお願いします
野口会員……ファミリーミーティングお世話になりま
した。ミーティング盛り上がったようで
すね。その勢いで進むと良いですね。
石川会員……飯島さん、おひな様の日、お誕生日おめ
でとうございます。
木村会員……冷たい雨が続きます。春が待ち遠しいで
すね。
渡辺会員……中山様ようこそお越しくださいました。
牧島会員……雨降りはイヤですねー。
本多会員……今週末、主人と 2 人で娘のスノーボード
大会を見に行きました。日本スノーボー
ド協会の「全日本テクニカル選手権」と
いう 3 日間で 6 種目で競う大会です。
ハラハラドキドキの連続でしたがおかげ
様で優勝者と 1 点差の惜しい！準優勝と
なりましたが、今年もデモンストレータ
ーに選抜認定されました。悔しさもあり
ましたがいい週末でした。
石田会員……皆さんこんにちは。昨日ゴルフの予定で
したがやめました。まだ今年 0 回です。
練習はしました！きょうファミリーミー
ティングのまとめ松本委員長よろしくお
願い致します。

金内桐吾さん
渡部会長指針『
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』

小又会員……先週は、親せきに不幸があり、土曜日に
出席者により意見
お通夜があったので、埼玉県でゴルフを
・ニコニコ会計を利用し、35 周年は費用を控えて、40
して、そのまま栃木県の小山市に行って
周年に費用を残す。
泊って葬式出て、帰ってきて、中華街の
・アメリカのロータリーでは、Quarter の時は盛大に
景徳鎮（ケイトクチン）の麻婆豆腐を食
したが、今回は会員が喜ぶことが良い。
べて寝ました。
関・ロータリーを知って頂くために、記念品の寄付
栁町会員……土曜日にゴルフの練習に行ったところ、
をした周年にする。
小又さんのアドバイスのおかげでスライ
・25 周年はクラブにお金があり、盛大に行いましたが、
スが多少改善の兆しが見えてきました。
現在はお金がないので、担当の関係者に任せて、開
練習頑張ります！
催したほうが良い。またガバナーで他クラブの周年
細谷会員……ロータリークラブに入会してはじめての
に呼ばれたときは、控えて開催をしていた。
雨です。ファミリーミーティングお疲れ
・以前は盛大で行いましたが、会員メンバーで、開催
様でした。天龍さんのお料理お腹いっぱ
したほうが良い。
い食べられて良かったです。
・35 周年は費用を抑えてしたほうが良い。
長島会員……ﾌｧﾐﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞご苦労様でした。サブとし
・奉仕を考えて、会員で開催したほうが良い。
て至らないところがありましたが良い経
・会員が中心で、開催したほうが良い。
験をさせて頂きました。ありがとうござ
・当初はクラブで年間 100 万を貯めていましたが、現
います。
在は多目的積立金が少なく、ニコニコ会計を奉仕で
林 会員……今議会中ですので、先に帰りますがご理
費用を出し、会員で地味にしたほうが良い。
解をお願いします。寒いですので風邪な
・開催は奉仕活動が良い。
どひかないよう気をつけてください。
山口会員……先週のＦＭのご参加ありがとうございま ・35 周年は、40 周年に向けて、抑えてしたほうが良い。
した。大変有意義な時間を過ごさせてい
・35 周年は抑えてしたほうが良い。(周年は初めて)
ただきました。本日の発表が楽しみです。 ・クラブの残金で奉仕が出来ればよい。(周年は初めて)
・地味に開催をして、奉仕で寄付をしたほうがよい。
・テーマや目的を決めて、35 周年は決めてから開催し
1515 回 23 件 35,500 円 累計 418 件
728,500 円
た方がよい。(周年は初めて)
・３５周年は、お金を掛けずに、開催したほうが良い。
卓

話

ファミリーミーティング報告
テーマ

『クラブ創立３５周年（2020.4.8）

松本実行委員長からまとめ
本日の A グループの意見と 2 月 27 日 B グループの意見
を聞いてから、キーワードを決め、一つ一つ階段を上
り、テーマを定めます。
会員がひとつに結束ができ、協力しあって、35 周年を
開催したいと思います。
また、川崎中央ロータリークラブの創立日は 4 月 8 日
です。

記念行事について』
A グループ
日時：平成 31 年 2 月 25 日 午後 6 時 30 分～
場所：吉川
出席者：実行員長 松本･ﾘｰﾀﾞｰ 森本･ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 長島・
石川・大石・後藤・増山・石田・佐野・関・
青木・萩原・伊藤(弘)・坂本(将)・渡辺・林・
森川・中村
18 名

閉会のことば 石川会長エレクト
35 周年の開催は、私が会長ですので、皆様の協力をお
願い致します。
本日は有難う御座いました。

始めの挨拶 松本実行委員長
以前の周年行事を説明し、25 周年と 30 周年の開催費
用を皆様に伝えてから、現在のクラブ多目的積立金残
高が 59 万とニコニコ会計残高約 460 万を伝え、35 周
年の皆様から意見をお願い致しました。

発表者：森本邦康リーダー
渡部会長指針『
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B グループ
日時：2 月 27 日 18：30～
場所：天龍本館
出席者：渡部、石川、松本、安東、本多、栁町、野口、
谷口、川島、須山、伊藤（康）､山口リーダー、
サブリーダー 細谷
13 名
・パラリンピックのボランティアへ寄付することが良
いと思う。祝宴はほどほどで良いと思う。
・5 年ごとにやらない選択肢もあるのではないか。
・スポーツ関係への寄付が良いと思う。
40 周年にまわしてもよいのではないかと思う。
・35 周年はそれほど大きくなくても良いのではないか。
4 月 7 日の夜に家族を呼んで夜間例会をやっても良
いのではないか。
40 周年・50 周年という長いスパンで考えた方がいい。
・日曜日の昼間に家族を呼んで例会をやりたい。
寄付は残るものが良いと思う。
・児童虐待防止センターなどに寄付するのもタイムリ
ーで良いと思う。
・講演料もかかるので記念式典は無くてもいいと思う。
メンテナンスフリーなものに寄付するのが良いと思う。
・記念事業は、記念になる塔や記念品が良いと思う。
・記念物として、川崎らしさ（フロンターレ）やロー
タリーらしさを出したものが良いと思う。
・祝宴は身の丈に合った川崎中央らしいものにして、
40 周年を盛大にやった方が良いと思う。フード
バンクなどへの寄付が良いと思う。
・今回は真ん中の年なので盛大にやらなくてもいいの
では。
財政を考えると 40 周年が出来なくなると思う。例会
の後、立食パーティ程度でよいのではないか。
・A グループもほぼ同じような意見であった。
３役と実行委員とも協議をして決めていきたい。
今までの奉仕活動として、
川中島小学校へのテント 19 万円
中学校 相撲優勝旗 10 万円

発表者：細谷健一サブリーダー

まとめ

松本 35 周年実行委員長

総 括

石川会長エレクト

卓話予定
３月 11 日（月）
会場監督の卓話

お金のかからないものとして
多摩川の掃除

森川友生男会員
今週の担当者
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