国際ロータリー第２５９０地区
例 会: 毎週月曜日 12：30
例会場: サンピアン TEL: 044-222-4416
事務所: 〒210-0011 川崎市川崎区富士見 1-7-16 第一吉新ビル２F
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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……佐野ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ
「奉仕の理想」
本日のメニュー 和食

6 月の誕生日

本多親睦活動委員長

ビジター紹介

本多親睦活動委員長
（川崎大師ＲＣ）

野澤隆幸様

出席報告

会員数

栁町出席委員長
出席
該当者

出席者 欠席者

ホーム
クラブ

1526 回

38

36

28

8

77.77

1524 回

38

37

30

7

81.08

渡部会長指針『

メイク

前々回
修正

本多みちよ会員（1 日） 大石 節会員（15 日）
石川三枝子会員（22 日）長島章浩会員（22 日）
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』

会長報告

渡部会長
・ Ｒ財団学友会賛助金として、12000 円を R 財団学友
会に送金しました。
・ 次年度の地区補助金対象プロジェクトに認定しま
した。
金額は 3000 ドルです。
石川会長年度で、手続きが始まります。担当の方々
よろしくお願いいたします。

幹事報告

安東仁志幹事
◎ 例会変更のお知らせ
☆川崎大師ＲＣ☆
６月１２日（水）年度末移動例会
18：00 点鐘
料亭 「田中家」
◎

週報を送ってくださった RC
ありません。

◎

本日の配布物
5/20.27 の会報
マンスリーレター
ロータリーの友
理事会議事録

委員会報告

伊藤康人研修委員長
第２回 ６月３日 18:30～20:30（親睦懇親会を含む）
場所：天龍本館
会費：一人５，０００円
テーマ：『５大奉仕、及び地区活動、米山、
Ｒ財団の基礎について』
本多親睦活動委員長
5/27 グルメ例会収支報告ﾙ
次週 6/9-10 一泊移動例会があります。
森本米山奨学生カウンセラー
明日、4 日はユンソジョンさんの歓迎会
18：30～ 吉川です。
よろしくお願いいたします。

スマイルレポート
安東幹事
野澤隆幸様…今日の例会でお世話になります。
(川崎大師 RC)
渡部会長指針『

渡部会員……①先日のグルメ例会、楽しく過ごせました。
関係者の皆様ご苦労様でした。
②本日は新会員卓話です。長島さん、林さ
んよろしくお願いします。
③本日の新会員研修会、来週の移動例会で
大きな常時は終わりです。最後までよろし
くお願いします。
川島会員……渡部会長例会余す所 3 回となりました。
ホームストレッチですので、手を抜かずに
頑張って下さい。
増山会員……3 月決算も人手不足の最中どうにか終わ
り、ホッとしました。これからリストラが
進む、銀行や証券会社の若い社員の転職作
戦を推進します。
関 会員……先週のグルメ会では本多親睦活動委員長、
ご紹介者木村さんお世話になりました。ワ
インを飲み過ぎて翌日大変でした。
森本会員……明日は米山奨学生ユンさんの歓迎会です。
中村会員……①関さんありがとうございました。
②林さん、長島さん卓話楽しみです。
③大石さんありがとうございました。
後藤会員……元当クラブ会員であった池永さんが先月
お亡くなりになったそうです。お知らせし
ておきます。
伊藤(康)会員…①長島さん、林さん卓話楽しみです。
②先日のグルメ例会、おいしかったです。
グルメ会長、親睦の皆様ありがとうござい
ました。
石川会員……①先日のグルメ例会お疲れ様でした。
②長島さん、林さん本日の卓話よろしくお
願い致します。
③先程、
垣根に顔を突っ込んで引っかきま
した。大事な顔が大変なことになりそうで
した。
木村会員……①先日の夜間グルメ例会皆様ありがとう
ございました。ゆったりとした時間がとて
も良かったですね。
②本日の卓話長島さん、林さんよろしくお
願いします。
渡辺会員……林さん、長島さん新会員卓話よろしく。
佐野会員……もうすぐ移動例会ですね。今から楽しみで
す。
牧島会員……歩いて来ました。ちょっと汗をかきました
が気持ち良かったです。
本多会員……先週のグルメ例会にたくさんお集まり頂
きましてありがとうございました。
おかげでいつもと違うお洒落な素敵な例
会ができました。いよいよ今週は一泊移
動例会です。ご参加の皆様に楽しんでい
ただけるように今年度最後の仕事として
頑張ります！
石田会員……関西の方で 2 週間、血圧、血糖など健康調
整にいそしみ、ちょっぴり軽くなりました。
見た目は変わりません。ゴルフなどは出て
まいります。
ダイエット、
節酒は続けます。
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よろしくお願いします！（ライザップやめ、
東京の新トレーナーにつきました。）
小又会員……①昨日はスタジアムに野球見に行った来
ました。負けました。ヤクルトは喜こんで
ました。
帰りに鍋食べて、
帰って寝ました。
②明日はユンさんの歓迎会です。萩原会員
も首を長くしてお待ちしております。
③林さん、長島さん頑張って下さい。
栁町会員……①野澤様本日はようこそいらっしゃいま
した。
②長島さん、
林さん本日の卓話楽しみにし
ています。
細谷会員……長島さん、林さん本日はよろしくお願いし
ます。
長島会員……本日は夕方から新会員ＲＣ研修会で学ば
せていただきます。前回の研修会で少しだ
けど、ロータリーの中身がわかり始めまし
た。よろしくお願いします。
林 会員……次の一泊移動例会参加できずすいません。
野外交流は参加しましたのでよろしくお
願いします。
安東会員……①先日、
娘の結婚式用にモーニングを合わ
せてきました。いつかはこの日が来るとは
思っていましたが、ついにきました。
②長島会員、
林会員卓話宜しくお願い致し
ます。

1979 年 3 月
1982 年 3 月
1982 年 4 月

福山市立城南中学校卒
広島県立神辺工業高等学校卒
日本鋼管㈱京浜製鉄所入社
16 年間小径電縫管工場で業務
1998 年 9 月 NKK 京浜労組執行委員 （専従〉
2003 年 9 月 JFE スチール京浜労組執行委員 （専従〉
2012 年 9 月 JFE スチール労連書記次長 （専従〉
2014 年 10 月 JFE スチール㈱
東日本製鉄所京浜地区総務部
2015 年 4 月 川崎市議会議員（川崎区選出）初当選
2019 年 4 月
2 期目当選
【常任委員会】
2015 年度
健康福祉委員会
2016 年度
環境委員会
2017 年度
まちづくり委員会
川崎市都市計画審議会委員
2018 年度
健康福祉委員会 副委員長
川崎市青少年問題協議会委員
川崎港港湾審議会委員
2019 年度
まちづくり委員会
大都市税財政制度調査特別委員会

長島章浩会員

1526 回 22 件 26,000 円 累計 640 件 1,054,500 円

卓

話

新会員卓話
林

敏夫会員

1969 年 6 月 22 日 あと約 20 日で 50 歳！
川崎生まれ、川崎育ち！
ヤンチャもちょっぴりしたけど…。
現在に至る。
ロータリークラブ入会のきっかけは、渡部会長に誘
われて…。
6 月 22 日！同じ誕生日の石川三枝子会員と出会う。
次年度は会長とのこと。
これは一肌脱がなくては…。
もう一年は頑張ります！その後は…？
1964 年 1 月 28 日生まれ
1975 年 5 月 横浜市立永田小学校
渡部会長指針『
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■研修会プログラム

☆ 尹瑞晶さん歓迎会
日 時 ：
場 所 ：

第２回 ６月３日（月） １８：３０～２０：３０
（親睦懇親会を含む）
場所：天龍本館 会費：一人５，０００円
テーマ： 『５大奉仕、及び地区活動、
米山、Ｒ財団の基礎について』

☆

令和元年 6 月 4 日（火）
吉川

【タイムスケジュール】 （進行役：伊藤（康））
会長挨拶 ・・・渡部会長
１．『職業奉仕について』 ・・・増山会員 （１０分）
２．『社会奉仕について』 ・・・松本会員 （１０分）
３．『国際奉仕について』 ・・・森本会員 （１０分）
４．『青少年奉仕について』 ・・・中村会員 （１０分）
５．『クラプ奉仕について』 ・・・森川会員 （１０分）
６．『ロータリー財団について』
・・・野口会員、青木会員 （１０分）
７．『米山記念奨学会について』
・・・関会員 （１０分）
８．『国際ロータリーと地区について』
・・・青木会員 （１０分）
９．質疑応答

6 月 2 日がお誕生日だった尹さん！みんなでお祝いしました。

卓話予定

令和元年 6 月 9-10 日（日）(月)
一泊移動例会
箱根湯本 吉池旅館

今週の担当者

石田会員

*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～
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