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初例会

●司会……伊藤康人ＳＡＡ
●点鐘木槌リレー式

特別ビジター紹介
石川三枝子会長
表敬訪問にお越しいただいた方々
第１グループガバナー補佐(川崎大師RC)
牛山裕子様
(川崎RC)
会長 守屋勇志様
幹事 鈴木康伸様
(川崎南RC)
会長 北條裕明様
幹事 鈴木雄三様
(川崎幸RC)
会長 野本 忠様
幹事 岸 政幸様
(川崎大師RC) 会長 須山文夫様
幹事 八尋匡彦様
(新川崎RC)
会長 沼田光義様
幹事 山下恭市様
米山奨学生

尹瑞晶（ユンソジョン）さん

ビジター紹介
●点鐘……石川三枝子会長
●国家……「君が代」斉唱
●ロータリーソング
飯島副ﾛ-ﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ
「奉仕の理想」
○本日のメニュー
洋食

栁町大介親睦活動委員長
(川崎RC)
(川崎RC)

大久保公之様
布野雅一様

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 』

出席報告
会長報告
川島出席委員長
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1530回

38
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1528回

38
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28

9

75.67

メイク
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前々回
修正

81.08

（青木会員・小又会員）

代表挨拶

石川三枝子会長
・ 6月27日PM3時から桜木町にて地区大会の協議会が
ありました。
登録の責任者 渡辺雄夫さん、案内・交通係の柳
町さんと私の3人で参加して参りました具体的に
細かい指示はまだのようですが、お手伝いとして
13名くらいお願いしたいとのことでした。ご協力
お願い致します。
・ 交換留学生受け入れについてのホストファミリー
向けの説明会が8月3日PM３：００から鶴見の浄蓮寺
にて行うそうです。
川島さん・牧島さんも一緒に聞いていただければ
ありがたいです。

第１グループガバナー補佐(川崎大師RC)

牛山裕子様

・ この度、定款・細則を冊子にしました。
手作りなので、誤字・脱字・ページ数（定款１７
ページ、細則１１ページ）の不備があるかもしれ
ません。その際はお申し出下さい。

幹事報告
山口幸太幹事
会長 守屋勇志様

(川崎RC)

◎
米山奨学金授与
◎
第１グループガバナー補佐(川崎大師RC)

牛山裕子様

◎

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 渡部会長年度最終６/２４日分
ガバナー月信・ ロータリーの友
期首資料・会員手帳

スマイルレポート
米山奨学生 尹瑞晶（ユンソジョン）さん

森本邦康副会長
直前三役感謝状贈呈

石川三枝子会長

渡部典行前会長・

山口幸太前副会長

・安東仁志前幹事

第1Gｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 牛山裕子様 (川崎大師RC)
…２０１９－２０年度第１例会おめでとう
ございます。今年度、1年間よろしくお願い
申し上げます。
川崎RC 守屋会長・鈴木幹事
…いよいよ石川丸の船出、誠におめでとうご
ざいます。気クラブの益々のご発展を心よ
り祈念申し上げます。会長石川三枝子様、
副会長森本邦康様、幹事山口幸太様会員の
皆様一年間宜しくお願いいたします。
川崎南RC 北條会長・鈴木幹事
…石川会長・山口幹事・森本副会長を中心と
した船出に心よりお祝い申し上げます。今
期も宜しくお願い致します。
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川崎幸RC 野本会長・岸 幹事
…石川会長、森本副会長、山口幹事本日の出航
心よりお祝い申し上げます。あとから、す
ぐついていきます。あまり先に行かないで
下さい。
川崎大師RC 須山会長・八尋幹事
…石川会長、山口幹事、森本副会長を中心とし
たスタートを心よりお祝い致します。１年
間よろしくお願いいたします。
新川崎RC 沼田会長・山下幹事
…表敬訪問にお伺い致しました。１年間宜しく
お願い申し上げます。
大久保公之様…お世話になります。
(川崎RC)
石川会員……RI2590地区第１グループガバナー補佐 牛山
様、各RCの会長幹事様、本日はありがとうご
ざいます。一年間よろしくお願い致します。
山口会員……牛山第1グループガバナー補佐、並びに各ク
ラブの会長幹事の皆様、本日はようこそお越
しくださいました。今年1年川崎中央ロータ
リークラブを宜しくお願い致します。
川島会員……石川年度の出発をお祝いして。三役、理事、
役員の皆様、宜しくお願い致します。
須山会員……石川丸出航おめでとうございます。会員の皆
様宜しくお願い致します。
関 会員……第１クループの牛山ガバナー補佐はじめ各
クラブの会長、幹事の皆様ようこそ。この一
年間よろしくお願い致します。
松本会員……①牛山ガバナー補佐、第１Ｇの会長幹事様１
年間よろしくお願い致します。
②新年度のスタート。石川会長、森本副会長、
山口幹事のご活躍をご祈念申し上げます。
大石会員……石川会長役員の皆様、一年間よろしくお願い
します。
青木会員……牛山ガバナー補佐はじめ、第１クループ会長
幹事の皆様ようこそいらっしゃいました。今
年度よろしくお願い致します。
中村会員……①石川年度の役員の皆様頑張って下さい。
②第1グループガバナー補佐牛山様、はじめ
各クラブの会長・幹事の皆様頑張って下さい。
森川会員……皆さんこんにちは!!石川さん会長頑張って
下さいね。森本副会長、山口幹事今年度が楽
しみです!!
後藤会員……石川丸の船出です。この1年間よろしくお願
いします。
伊藤(康)会員…牛山ガバナー補佐様、5クラブの会長幹事
様本日はようこそお越しくださいました。石
川丸の船出です！皆様一年間よろしくお願
いいたします！
野口会員……新会長の石川サン、副会長の森本サン、幹事、
山口サン、新役員の皆様、一年間よろしくお
願いします。
木村会員……石川丸出航おめでとうございます。各クラブ
の三役の皆様ようこそおいでいただきまし
た。この一年よろしくお願い申し上げます。
佐野会員……石川会長、森本副会長、山口幹事、1年間よ
ろしくお願いします。
渡辺会員……①石川会長、森本副会長、山口幹事、一年間
元気でガンバリましょう。
②第1グループの各会長・幹事の皆様よろし
くお願いします。

飯島会員……①皆様こんにちは。私の古巣・新川崎のお２
人様ようこそお越しくださいました。
②石川年度の出発をお祝い致します。
上原会員……①石川新会長・新三役の皆様１年間大変お世
話になります！宜しくお願い致します。
②第1グループの会長・幹事の本日はお足元
のよくない中ようこそお越しくださいまし
た。ありがとうございます。
渡部会員……昨年度は１年間お世話になりました。石川会
長及び３役の方、各委員長、１年間大変です
がガンバって下さい。
伊藤(弘)会員…①石川会長はじめ三役の方々一年間よろ
しくお願いします。
②第１グループの会長・幹事の皆様、川崎中
央ＲＣへようこそ!!
安東会員……本日より石川年度が始めります。３５周年も
あり、大変ですが、何卒よろしくお願い致し
ます。
牧島会員……昨日、モンゴルで行われていた公証人会のア
ジア大会から帰国しました。現地ではあるモ
ンゴルの女性公証人のお嬢様が日本にボラ
ンティアとしてついてくれました。彼女とう
ちの女房が親しくなっていろいろ話を聞く
と何と彼女はかつて米山奨学生として来日
し、現在は「米山親善大使」を務めていると
のことでした。米山記念奨学事業を身近に感
じた瞬間でした。
石川会長本年度よろしくお願いします。
本多会員……今日から新年度で気持ちが引き締まります。
石川会長、森本副会長、山口幹事、1年間よ
ろしくお願いします。
また、牛山ガバナー補佐、5クラブの会長幹
事会の皆様雨の日に御訪問ありがとうござ
います。会員の皆様心機一転よろしくお願い
致します。
小又会員……本年度最初の例会よろしくお願いします。三
役の皆様もよろしくお願いします。
栁町会員……①本日はご多忙の中、多数の特別ビジターの
方々にご訪問頂きありがとうございます。
②石川会長、森本副会長、山口幹事、1
長島会員……石川会長様、森本副会長様、山口幹事様、一
年間宜しくお願いします。
まだ新人ですが何かございましたら、お手伝
いさせて頂きます。
林 会員……いよいよ石川年度のスタートですね。石川会
長よろしくお願いします。みんなで盛り上げ
ていきましょう。
森本会員……本年度、よろしくお願いします。

1530回 35件 107,000円 累計

35件

107,000円

親睦活動委員会でお出迎えをしました。
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卓

話

三役就任挨拶
山口幸太幹事
今年度、幹事を仰せつかりました山口幸太です。
石川会長が掲げられた5つ
の目標を達成するため、全
精力をクラブに注ぎ、誠心
誠意会長をサポートする
所存でございます。
今期一年、何卒宜しく
お願い申し上げます。

森本邦康副会長
副会長としては、石川会長が理想とするクラブを
共に作っていきたいと思います。
会長不在時には、
クラブが円滑に運
営できるようサポ
ート致します。
クラブ管理運営に
関する研修、拡
大・増強、広報、
親睦の活動をバッ
クアップし、クラプ全体を活性化することによって
新入会員が増えるよう職務を全う致します。

石川三枝子会長
今期、会長を仰せつかりました石川でございます。
後藤先生に【何とか会長を】とお願いされてから、
あーぁとため息ばかりついておりましたが、ついに
今日の日がやって
きました。
代わってもらえな
いなら、どうせや
るなら、気分一転
して楽しく明るく
いきたいと思いま
す。
今期のテーマ 「おもてなし 私もやりますと言う
奉仕の心をもってみんなで盛り上げよう！！」です
クラブのリーダーとしてクラブ奉仕活動の各委員会
の全てを掌握し、その時その時の状況判断を行い、
クラブの委員会を円滑に運営させる事。が会長の責
務だと考えております。
が、こんな大役私に務まるかどうかは別問題です。
経験豊富な副会長の森本さん、若くてバイタリティ
のある幹事の山口さん、責任感あふれる各委員長と、
会報委員

細谷

健一

渡辺

雅夫

牧島

聡

全員の皆様と共に、この川崎中央クラブを盛り上げ
ていかれればいいなぁーと思っております。
しかしながら今期は前期と同様に盛りだくさんの活
動があります。
まずは米山奨学生ユンさんの受け入れ、8月にはドイ
ツからの交換留学生の受け入れ。
最近どこのクラブでも各家庭の事情により留学生の
受け入れがなかなか難しく、1ヵ月交代ですとか、受
け入れ業者があるとか、いろんなことを耳にしてお
ります。
そんな中、留学生を面倒見て頂ける、川島さん・牧
島さんには本当に感謝しております。
よろしくお願い致します。
地区補助金申請に尽力頂いたＷ伊藤さん、フードバ
ンク川崎への奉仕活動がどの様に係っていけるのか
これからの課題です。
皆さんと一緒にじっくり考えていきたいと思います。
11月には奉仕活動・広報活動・親睦を深めることを
目的とした市民祭りへの出店。3日間大変ですがご
協力よろしくお願い致します。
12月には例年通りのクリスマス家族会。
来年4月には周年事業の我がクラブ35歳のささやか
なお誕生日会の催し、
（あえてお誕生日会としまし
た。）がありますがすべて皆で楽しみながらこなして
いかれればと思います。
皆様のおかげを頂いて大船に乗った気持ちでゆった
りとしたクラブにしたいと思います。
最期に会員38名から最低二人増強の40名体制をとり
たい。目標43名の達成は無理でしょうけど、何とか
頑張ります。
そういえば私が幹事の時「中央さんは親睦がメイン
だね」と言われたことがありますが、誰が何と言お
うと、今年度も又、親睦に始まって親睦に終わる。
そうすることが会員増強・退会防止に繋がる一番大
事なことだと考えております。
これから一年間皆様のご協力をよろしくお願いいた
します。
各委員長の皆さんへのお願い
ここの所、事務局の仕事が膨大になってきています。
「これやっといて」と丸投げしないで出来るだけ各
自でこなしていただきたいと思います。
以上お願い事項ばかりになってしまいましたが、挨拶と
させていただきます。

ご清聴有難うございました。
卓話予定
７月８日(月) 理事・役員就任挨拶
今週の担当者

野口 新二

長島 章浩

渡辺会員
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