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司会……森川友生男ＳＡＡ
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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」
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ガバナー補佐挨拶

◎

週報を送ってくださった RC
ありません。

◎

本日の配布物
6/3.10 の会報
理事会議事録

委員会報告

国際ロータリー 第 2590 地区
2018-19 年度
第１グループガバナー補佐(川崎幸 RC)奥山繁樹様

松本創立 35 周年記念事業委員長
本日、実行委員会 委員長会議を開催します。
今後のご協力をお願いします。
本多親睦活動委員長
一泊移動例会 収支報告
大石会員への誕生祝・Ｒ財団フェーローバッチ進呈

スマイルレポート
国際ロータリー 第 2590 地区
2019-20 年度
第１グループガバナー補佐(川崎大師 RC)牛山裕子様
会長報告
渡部会長

山口副会長
第 1G 次期ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 奥山繁樹様 (川崎幸 RC)
…ガバナー補佐の引継ぎの挨拶に参りました。
1 年間ありがとうございました。
第 1G ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

・本日は、奥山ガナバー補佐、次期牛山ガバナー補佐

がお見えです。よろしくお願いいたします。
・先週の一泊移動例会、参加の皆様は楽しんでいた
だけましたでしょうか？
今年度は、親睦の仕事が多く、本多親睦活動委員
長、本当にお疲れ様でした。
・ 明日、３月 18 日(火) 新旧会長幹事会が行われま
す。18：00～川崎 DICE 6 階「煌蘭」
石川会長エレクト、山口次期幹事、安東幹事、渡
部会長で参加します。
・ 2019－20 年度の地区大会実行委員会のご案内が
届きました。
6/27(木) 石川会長エレクト、渡辺雅夫登録担
当委員、栁町案内・交通担当委員よろしくお願い
いたします。
幹事報告

安東幹事
◎

例会変更のお知らせ
ありません。

渡部会長指針『

牛山裕子様

(川崎大師 RC)

…いつもお世話になります。第 1 グループガ
バナー補佐交代のご挨拶に伺いました。ど
うぞ、ご協力賜りますようお願い申し上げ
ます。
渡部会員……本日は、現ガバナー補佐 奥山様、次年度
ガバナー補佐 牛山様、ようこそいらっし
ゃいました。今年度ありがとうございまし
た。来年度もよろしくお願いします。今期
理事役員の皆様、1 年間ありがとうござい
ました。
安東会員……奥山ガナバー補佐、牛山次年度ガバナー補
佐、本日はようこそいらっしゃいました。
ご指導の程よろしくお願いします。
奥山ガナバー補佐、先日はゴルフご一緒さ
せていただきありがとうございました。
大変勉強になりました。
川島会員……①先週の移動例会ではお世話様になりま
した。佐野さんには往き復り同乗させてい
ただきありがとうございました。
②理事役員の皆様一年間ご苦労様でした。
関 会員……奥山ガナバー補佐、ご苦労様でした。
牛山次期ガバナー補佐、来期の御活躍を期
待しています。
増山会員……奥山ガナバー補佐、1 年間お疲れ様でした。
牛山次期ガバナー補佐 1 年間よろしくご指
導下さい！
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松本会員……①奥山ガナバー補佐、1 年間ご指導ありが
とうございます。牛山ガバナー補佐エレク
ト、1 年間よろしくお願いします。
②入院で新会員研修、一泊移動例会欠席で
ご迷惑お掛けしました。
大石会員……渡部会長始め、役員の皆様 1 年間お疲れ様
でした。
中村会員……①一泊移動例会出席の皆様ご苦労様でし
た。
②奥山ガナバー補佐様ご苦労様でした。
牛山次期ガバナー補佐様頑張って下さい。
森川会員……本日で残り 2 回ですね。役員の皆様お疲れ
様です。昨日お伊勢参りに行ってまいりま
した。健康第一を拝んで参りました。
後藤会員……先週の旅行会は誠に楽しく、本多委員長を
始め皆様ご苦労様でした。
伊藤(康)会員…①奥山ガナバー補佐様、大変お世話にな
りました。牛山次期ガバナー補佐様これか
らよろしくお願い致します。
②三役・理事の皆様一年間大変お疲れ様で
した。
野口会員……理事役員の皆様、一年間お疲れ様でした。
先日の移動例会お世話になりました。あり
がとうございました。
石川会員……①奥山ガナバー補佐お疲れ様でした。牛山
次期ガバナー補佐、これから 1 年間よろし
くお願い致します。
②先日の一泊移動例会お疲れ様でした。ゴ
ルフの後の DA PUMP はきつかったです。年
を忘れていました。
木村会員……先日の一泊移動例会 皆さんご苦労様でし
た。雨ではありましたが、とても良く、箱
根の温泉に浸ることができました。ありが
とうございました。
佐野会員……先日の一泊移動例会、大変お世話になりま
した。渡部会長、二次会では、ものすごく
さわっていましたネ！
渡辺会員……奥山様一年間お世話になりました。
牛山様一年間宜しくお願いします。
飯島会員……先日の一泊移動例会では、皆様大変お世話
になりまして、ありがとうございました。
阿野会員……皆様こんにちは。今期ももうすぐ終わりで
すね。皆様お世話になりました。一年間早
いものです。
牧島会員……最近バタバタしています。
本多会員……①先週の一泊移動例会は参加の皆様天候
が悪いながらもご参加ありがとうござい
ました。次の日からすっかりお天気がよく
なってしまい、ちょっと、悔しいですが無
事工程どおり行えて皆様に楽しんでもら
えて感謝しております。
②奥山ガナバー補佐、牛山新ガバナー補佐
本日はありがとうございます。
栁町会員……奥山ガナバー補佐、牛山次期ガバナー補佐
ようこそいらっしゃいました。
本年度理事の皆様、お疲れ様でした。
渡部会長指針『

萩原会員……天気が霧と雨でどうなる事かと思いまし
たが、どうにかラウンドすることができま
した。一緒に回って戴きました川島さん、
佐野さんありがとうございました。
長島会員……一泊移動例会ご苦労様でした。そして本多
様ありがとうございます。来年は湯本・箱
根以外が私としては、お願いをしたいと思
います。理由は聞かないで下さい。
林 会員……昨日はラゾーナ川崎でラグビーワールド
カップゴルフ 100 日前イベントが行われて
おりました。麻倉未稀さんのヒーローを生
で聞いてパワーをいただきました。
山口会員……奥山様、牛山様ようこそいらっしゃいまし
た。奥山様、一年間ありがとうございまし
た。牛山様、来期は当クラブ幹事として頑
張りますので宜しくお願い致します。
1528 回 26 件 45,000 円 累計 688 件 1,129,500 円

卓

話

理事役員退任挨拶
中村紀美子青少年奉仕委員長
うちのクラブは、アピールが下手だと思います。
今年度は、子ども食堂への補助をしました。
次年度も引き続き、青少年奉仕委員長を拝命して
おります。本年度同様に頑張ります。

渡辺社会奉仕副委員長
やはり、市民祭り参加したことです。
坂本将平会員社会奉仕委員長とともに、参加協力し
ましたが、中途半端なところもあったと思います。

森本国際奉仕委員長
ハワイのコナロータリークラブと友好クラブと
して交流していたことがありました。ハワイに行
ってこようと思いましたが、天候不順により、断
念しました。
米山奨学生のカウンセラーになりました。
次年度は、副会長・クラブ奉仕委員長として、国
際奉仕、青少年交換留学生の対応にも協力してい
きたいと思います。
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後藤会計委員長

牧島会報委員長

クラブの会計の基本は、予算とその執行でありま
す。今年は会員が増え、クラブの懐も回復の兆し
があります。なお一層の、ご協力をお願いします。

木村拡大増強委員長

阿野ＩＴ委員長

今期は３名入会、１名退会の純増１名です。
地区方針の目標は達成できました。

ＨＰは昨年からレイアウトも一新しています。
今後もその他ＳＮＳ等の手段を用いて外部への
発信力を検討したいと考えております。

増山職業分類委員長

本多親睦活動委員長
今年度は親睦活動にかかわる行事がたくさんあり
ました。
7 月の「夜間例会」は、RAKU スパのピンポン大会か
ら始まり、10 月「1500 回目の記念例会」は、東急
REI ホテルに約 50 人集まり、レストランを貸切る、
11 月の「３クラブ合同夜間例会」および 1 月の「４
クラブ合同新年会」当クラブが担当のため、司会を
拝命しました。
メインイベントの「クリスマス家族会」は 121 名の
方が参加して下さいました。
4 月の「お花見例会」は、飯島さんのお宅で、手料
理を堪能し、5 月「グルメ例会」は、初めての試み
で、横浜ニューグランドホテルへ、6 月「一泊移動
例会」先週終わりましたが、箱根湯本温泉、吉池旅
館へ、皆様とご協力のもと、無事に終えて、ホッと
しております。
“皆様やご家族が参加しやすい”そして“みんなで
一緒に楽しめる”ことに主眼に、一つ一つの親睦活
動の機会を大切に…。
副委員長の石川さん、栁町さんには、本当にお世話
になりました。次年度は、副委員長としてサポート
していきたいと思っております。

職業の分類の仕方が難しくなっています。
一職種が 5 名以内となっております。

野口ロータリー財団委員長
地区目標 1 人/１２０㌦は達成できました。
ご協力ありがとうございました。

関 米山記念奨学委員長
地区目標 1 人/25,000 円以上を達成できました。
当クラブはクラブ表彰 35 回目のとなりました。
皆様の寄付のおかげです。
ありがとうございました。

松本戦略委員長
地区の戦略委員長会議に参加し、当クラブのＳＷＯ
Ｔ分析をしました。
計画案を作り、皆さんで検討してもらいました。

卓話予定

令和元年 6 月 24 日(月)

栁町出席委員長
毎回ご出席いただきありがとうございました。
メイクを使って出席率アップをしていただき、あり
がとうございました。私自身は、出席率１００％の
実現を目指して頑張ってきましたが、残念ながら１
回欠席をしてしまいました。

会報委員

今期始めから、体調を崩してしまいました。
石田副委員長に担当していただきました。
ありがとうございました。
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