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出席報告
栁町出席委員長

飯島美代会員ご自宅にて
会員数

●
●
○

司会……森川友生男ＳＡＡ
点鐘……渡部典行会長
本日のメニュー 飯島会員・石川会員
谷口会員（天龍餃子）
お手製料理 ほか

出席
該当者

出席者 欠席者

ホーム
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38
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80.55

1517 回
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8

78.37

メイク

1

前々回
修正

81.08

（石川会員）

会長報告

渡部会長
・ 昨日３月３１日 地区研修協議会がありまし
た。石川会長エレクトはじめご参加の皆様ご苦
労様でした。
・ 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。
石田会員、栁町会員、細谷会員、林会員の４名
の方、出席予定です。
渡部会長指針『

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

』

幹事報告

安東仁志幹事
◎

例会変更のお知らせ
川崎ＲＣ
☆５月 2 日(木) 休会 祝日
☆5 月 31 日(木) 休会 定款細則により
川崎マリーンＲＣ
☆4 月 25 日(木) 夜間例会を通常例会に変更
☆５月 2 日(木) 休会 祝日
☆5 月 16 日(木) 川崎ＲＣ・川崎ﾏﾘｰﾝ合同例会

◎

週報を送ってくださった RC
ありません

◎

本日の配布物
ありません。

スマイルレポート
山口副会長
渡部会員……本日は新元号に「令和」、お花見例会と
いうことでめでたい日なので、みんなで
楽しみましょう。
安東会員……令和になりました。
川島会員……①飯島さんお世話になります。
②戦死した父と義父２人の慰霊に靖国神
社と千鳥ヶ淵戦没者墓苑に参拝してきま
した。千鳥ヶ淵の桜は満開でした。平和
が続くことを祈ります！
須山会員……今日はよろしく！！
関 会員……本日新元号発表の時は新卒者の入社式の
最中でした。飯島様いつもお世話になり
ます。
増山会員……春爛漫！松は桜で満開ですね！先日、確
定申告の報告に恵比寿に行った帰り、暗
い雨の中、目黒川沿いの花見に行ってき
ました。誰もいない一人もロマンティッ
クでした。
森本会員……花見例会よろしく！
松本会員……花見例会楽しくやりましょう。
島田会員……親睦委員の皆様、お世話になります。
青木会員……桜満開で寒いけれど良いお花見になりま
した。飯島さんお世話様です。
中村会員……飯島さんお世話になります。ありがとう
ございます。
森川会員……皆様こんばんは。飯島さんいつもありが
とうございます。新元号が決まりました
ね。なんとなくピンときませんが、段々
馴染んでいくのでしょうね。親睦委員の
皆様お世話になります。
渡部会長指針『

後藤会員……飯島美代様本日はお世話になります。
伊藤(康)会員…新元号はレイワですね。むかし池袋の
キャバ嬢でレイナっていたなー。
石川会員……①昨日は、地区協議会お疲れ様でした。
②お花見例会皆さんで楽しみましょう!!
③来月から“令和”良い年になります様
に。
渡辺会員……新元号を祝してＢＩＧに
飯島会員……お花見例会楽しんで下さい。元気に頑張
ります。
阿野会員……本日は飯島さん本当にありがとうござい
ます!!お世話になります。
伊藤(弘)会員…昨日、研修会参加してきました。３大
奉仕が１つの委員会に統合され効率的な
活動ができるようになりました。喜ばし
いことです。次期の職業奉仕委員長、し
っかりやらせて頂きます。
坂本(将)会員…皆様こんばんは。本日はお花見例会段
取りしていただき、皆様ありがとうござ
いました。息子の幼稚園が世を騒がせて
ますが、我が家は元気です。先日の卒園
式では岩井さんも元気でした。
牧島会員……飯島さんお世話になります。
本多会員……飯島さん今日もお花見例会をお宅でさせ
ていただいてありがとうございます。お
手伝いの皆様も早く来て下さりありがと
うございました。今日は寒いので外の桜
を思い浮かべながらたくさん飲みましょ
う!
石田会員……今日は遅参すみません。
今日はエープリルフール 面白いジャー
クを言いましょう！
（北朝鮮は核放棄したそうです!ウソ!）
小又会員……一昨日から右目が出血して昨日眼科にい
ったら老化からの出血で薬も治療も何も
してくれませんでした。
谷口会員……いつもさぼってスイマセン！
栁町会員……①飯島さん今日はありがとうございます。
②本多親睦活動委員長を始め委員の皆様
ご準備お疲れ様でした。
③今日は中座しますが、皆様お楽しみ下
さい。
細谷会員……①昨日地区協議会に参加してきました。
②新元号決まりましたね。発音がよくわ
かりません…
③飯島さん本日はありがとうございます。
長島会員……新しい元号が令和になりました。次の元
号まで生きているといいと思います。
山口会員……来週、新田ジムの黒田選手が例会にきま
す。５月の世界戦のためのＰＲだそうで
す。今まで川崎のジムから世界チャンピ
オンが出てないみたいなので、皆様で応
援よろしくお願い致します。
1519 回 29 件 54,000 円 累計 500 件

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

862,500 円
』

お花見例会
今年も、飯島美代会員宅のホールをお借りし、
始まりました。
若宮八幡宮の桜を右手に見ながら…。

３人で盛り付けて下さっております。

飯島会員宅へ…
待っていたのは
飯島さん美味しい手料理

一足早く帰ってしまった栁町会員

始まりました。大宴会！

石川さんの美味しい手料理

↓天龍の餃子を谷口さんに自ら焼いていただき、

豚足も差し入れいただきました。
渡部会長指針『

↑

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

』

石田会員！大量のお酒の差入れありがとうございました。

飯島会員ありがとうございました。

卓話予定
４月８日（月）
新しい元号と恩赦について
後藤雅晴会員

地区研修協議会の報告や、今年の抱負、当クラブに入っ
てどうでしたか？など…
いろいろなご意見をいただきました。
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