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安東会長指針
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幹事

齋藤保則様

前々回
修正

7月の誕生日

スマイルレポート
小又親睦活動委員長

谷中 努会員(4日)
細谷健一会員（20日）
石田幸兒会員（28日）

坂本将平会員（16日）
佐野嘉男会員（27日）
木村教義会員（29日）

会長報告
安東仁志会長
1. 2020-21上期地区資金振込依頼の件
本会計 特別会計 事業費 特別会計地区大会
分担金 合計17500円 ×40名
7月8日 735,000円 入金
2. 2020-21年度 他地区被災者支援への義援金に
ついて
・1名当たり2,000円 7月27日理事会にて検討
3. 囲碁大会の案内
・別紙
4. 米山奨学生会寄付 1年分5,000円 7月13日入金
5. 8月の例会について
・通常の出席集計予定 特別な理由の場合は、事
前に報告承認の場合あり、
7月27日理事会にて状況次第で決定
6. 会長幹事会の件
・本日、14時より日航ホテル開催 会長 幹事参加

幹事報告
栁町大介幹事
◎ 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。
期首資料を送って下さったRC
川崎ＲＣ、川崎南ＲＣ、川崎大師RC、
川崎マリーンRC、新川崎RC
川崎とどろきRC、川崎中RC、
川崎西ＲＣ、川崎西北ＲＣ、川崎百合丘ＲＣ

◎

本日の配布物
会報 ７/６分
理事会議事録
安東会長指針

伊藤康人副会長
川崎マリーンRC 山﨑会長・斎藤幹事
…本日は宜しくお願いします。
内藤幸彦様…今期もしっかりロータリー活動を頑張
りましょう。関様にお願いがあって参り
ました。よろしくお願い申し上げます。
(川崎中RC)
安東会員……①川崎マリーンロータリークラブ山﨑
会長、斎藤幹事ようこそいらっしゃい
ました。ありがとうございました。
②理事役員の方々今期何卒よろしくお
願いいたします。
栁町会員……山﨑会長、斎藤幹事ようこそいらっし
ゃいました。1年間宜しくお願い致しま
す。
川島会員……理事役員の皆様一年間ご苦労様です。
宜しくお願い致します。
関 会員……①川崎中ロータリー内藤様ようこそ。
②新年度の理事役員の皆様、この1年間
ご苦労様です。
松本会員……①内藤様ようこそ。
②理事役員の皆様、1年間の活躍を期待
しております。
中村会員……①フロンターレ好調です。皆様応援よ
ろしくお願い致します。
②ﾏﾘｰﾝ山﨑会長、斎藤幹事ようこそ。
内藤さんようこそ。
③中川部屋が閉鎖します。川崎から相
撲部屋がなくなります。残念。
森川会員……皆様こんにちは。フロンターレ絶好調
です。がんばれ～!!
後藤会員……コロナ感染が再び増えています。皆さ
ん、気をつけましょう。
野口会員……日頃お世話になっております。本日宜
しくお願いします。
石川会員……①川崎ﾏﾘｰﾝRC会長幹事様、本日はよろ
しくお願いします。
②内藤幸彦様ようこそ！！
③理事役員の方々本日は宜しくお願い
致します。
木村会員……九州の故郷の友人の家も今回の集中豪
雨で水につかり心配しています。今年
はコロナもあり、乗り切るのに大変で
す。落ち着いたら応援に行ってあげた
いです。
伊藤(弘)会員…やはり「リアル」の例会がよいです
ね。十分に注意しながら、日常を取り
戻してゆくのが良いですね。早く夜間
例会も再開して欲しいものです。
牧島会員……今日は過ごしやすい日ですね。この後
しばらく雨が続いてそれからは灼熱の
日々が続きますね。

『 いまできること 』

本多会員……新年度に本日も沢山のビジターの方が
いらして下さりありがとうございます。
また、理事、役員の皆様1年どうぞよろ
しくお願いします。感染者数が増えて
いますが、皆様一層ご自愛ください。
石田会員……梅雨は長く洪水は毎年でコロナを含め
環境悪いですね。1/10にボーナス気張
って払いました！ベイもフロンターレ
も強く、コロナに打ち勝っていきまし
ょう！
小又会員……①皆様こんにちは。川崎マリーンの山
﨑会長、斎藤幹事、川崎中の内藤さん
ようこそいらっしゃいませ。
②昨日は丸井で靴とＴシャツ買って風
呂入って寿司屋いって寝ました。
細谷会員……皆様こんにちは。九州では。大雨がす
ごいことになっていて心痛みます。数
百年に一度という天災が毎年来ている
ように思います。
長島会員……理事役員のかた、本日は宜しくお願い
します。
伊藤(康)会員…理事役員の皆様、一年間よろしくお
願いいたします。期首にあたってのご
挨拶お手数ですがよろしくお願いいた
します。
1561回 21件

卓

29,000円

累計

52件

90,000円

話

中村紀美子社会奉仕委員長
・委員のメンバーは会長経験者の方たちなので、豊
富なお知恵を期待しております。
（私一人では何も
できません。）
・なんでも、いつでも、どこからでも出来ること
をしていきたいと思っております。
・まずは、出来ることの提案をしたいと思います。
・お食事のごはんの量を少なくして年間余った分を
フードバンクに寄付することがあると思います。

青木松枝国際奉仕委員長・
ロータリー情報・研修委員長（兼務）
☆ 国際奉仕委員会
ロータリーの活動は、国際間の連携を基にして幅広
い活動を奨励しています。海外に目を向け、現状の
認識を深めてゆくことから、第１歩を踏みだしてゆ
きたいと思います。それには、他クラブの活動が、
とても参考になります。また、従来のように、ロー
タリー財団委員会、米山奨学委員会、里親委員会と
も連携して、活動してまいります。皆様のご協力を
お願いいたします。

☆ ロータリー情報・研修委員会

理事役員就任挨拶
石田幸兒職業奉仕委員長
職業奉仕委員長を仰せつかった石田でございま
す。
「職業奉仕」とは？ということで調べ勉強致し
ました。Vocational serviceということで、皆様
の生業の充実を通じてその稼ぎを奉仕にあててく
ださい。というような理解を致しました。ロータ
リーの根幹やそのものと存じます。
具体的には前委員長 伊藤弘志様のやってらっし
ゃったチャーターメンバーのご職業のインタビュ
ーに新会員の方の会社も加えればと思っておりま
す。また、職場見学は開所式で見学しました。カ
ルッツと7/29開業のカワスイ（川崎水族館）の各
施設と運営を知り合いに頼み、見学できればと思
います。よろしくお願い申し上げます。

会員の皆様にロータリー情報を身近に理解してもらえ
るよう、例会時にロータリーの友、ガバナー月信等を
基にして、適宜発信するようにしてゆきたい。
新会員には、入会１年以内の早い時点で、ロータリー
入門編の研修会を開催する。
全体では、クラブ協議会や、ファミリーミーティングで、
ロータり―についてより理解を深めるような内容のプ
ログラムを組むことを考えています。
安藤年度が充実した年度になるよう協力してゆきます。
皆様よろしくお願いいたします。

森川友生男青少年奉仕委員長
今年度はコロナの影響もあり、計画もまだはっきり
しません。
新しい会員の方と過去の青少年奉仕の例と取り組み

安東会長指針

『 いまできること 』

を振り返りながら、これから新しい青少年奉仕の在
り方、地元の子供たちに何が出来るかを会員みんな
で確認して計画策定、実行していきたいと思います。
会員皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

佐野嘉男会場監督（SAA）
2回目です。年齢なりに頑張ります。

伊藤弘志会長エレクト
会長エレクトとして 1 年間の学習期間を与えてくだ
さったことに感謝します。
ロータリーは奉仕団体ですので、どのような奉仕活
動をするかが大事だと思っています。来期の活動を
見据えつつ、今期の奉仕活動について安東会長の方
針の下に、安東会長を支えて一緒に奉仕活動を行え
るよう、1 年間しっかりやって行きたいと思います
のでよろしくお願いします。

松本寛戦略委員長
戦略委員会は継続的な奉仕活動を検討していきます。
今迄は単年度計画が多く、継続的な
奉仕活動で中央ＲＣ会員が全員参加できる活動で活
性化を図りたいと思っております。
四大奉仕委員会（職業、社会、国際、青少年）と連携
を取り奉仕活動を検討してまいります。

石川三枝子直前会長
今期も頑張りましょう！

小又義幸親睦活動委員長
このコロナ禍の中満足な親睦活動が思うように出来
ませんが、今出来ることを大切にクラブの皆様と親
睦を深める一掃の努力をして参りますのでよろしく
お願い申し上げます。

卓話予定
７月20日(月) 拡大増強委員卓話
渡部典行会員
今週の担当者
カメラ担当者
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