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●司会……佐野嘉男ＳＡＡ  

●点鐘……安東会長 

●国家……「君が代」斉唱 
●ロータリーソング  飯島ﾛ-ﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 

「我らの生業」 

○本日のメニュー   中華 

 

 

安東会長 

 

第１グループガバナー補佐(川崎RC) 

野中 茂様 

      

米山奨学生 張 博偉（チョウハクイ）さん 

 

 

 

 

須山出席委員長 

 

 

 

小又親睦活動委員長 

 

松本 寛 会員 （1日）  森崎敏広会員（4日） 

岩井正美会員（23日） 

特別ビジター紹介 

出席報告 

 会員数 
出席 

該当者 
出席者 欠席者 

ホーム 

クラブ 
メイク 

前々回 

修正 

1564回 42 41 36 5 87.80   

1561回 42 42 42 0 100   

8月の誕生日 

国際ロータリー第２５９０地区 

ためになる魅力あるロータリー 
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第１グループガバナー補佐(川崎RC) 野中 茂様 

 
米山奨学生 張 博偉（チョウハクイ）さん 

「学生の目的は白黒つけること」を目指して頑張ります。 

 

 

 

 

安東仁志会長 

 

1. 本日は、例会終了後クラブ協議会を開催いたし

ます。各委員会委員長の方々は、参席の程お願

いいたします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. 8月17日の例会はガバナー公式訪問です。当クラ

ブらしく、元気よくアットホームな雰囲気で、

お出迎えいたしましょう。皆さんのご協力お願

いいたします。 

3. 先の理事会の決議にて、今月例会以降は、通常

の出席体制に戻りました。ただし、会社関係、

業界関係、ご家族の方からの反対により出席で

きない等の事情がありましたら、三役に申出て

いただきますと、出席免除とさせていただくこ

とも決議されました。ご確認ください。ソーシ

ャルディスタンスも更に進めるために、机上に

仕切りを設置することになり、準備を進めてい

ます。料理につきましても、ケータリング対応

です。数の対応が非常に難しくロスを最小限に

するたにも、欠席される場合はご連絡いただき

ますと助かります。ご不便をおかけいたします

が、何卒ご協力の程お願いいたします。 

4. 他地区被災地支援、義援金につきましては、8万

円寄付いたします。 

5. 市民祭りに代わる今後の社会奉仕活動方針は、

フードバンク活動支援、 

神奈川県立こども医療センターへの寄付等意見

が出され、今後更に理事会において検討するこ

とになります。何か良い案がありましたら、ご

提案お待ちしております。 

6. 2020年規程審議会「制定案」と2021年決議審

議会「決議案」の提出についての通知が届き

ました。内容を精査し案の提出について理事

会にて検討していきたいと考えています。 

 

 

 

栁町大介幹事 

◎ 例会変更のお知らせ   

 <川崎大師RC> 

    ８月１２日（水）休会 

<川崎マリーンＲＣ> 

    ８月１３日（木） 休会 

 

◎ 週報を送ってくださったRC 

  川崎北ＲＣ・川崎中原ＲＣ 

 

◎ 本日の配布物 

       

    会報 ７/２７分 

    ガバナー月信 

    ロータリーの友 

    理事会議事録 

 

 

 

   

山口幸太ゴルフ同好会代表 

新会員歓迎ゴルフコンペについて 

 

本多みちよ記念誌副委員長 

ただいま作成中 

 

青木松枝Ｒ情報委員長 

研修の日程が決まりました。9/14・9/28です。 

いずれも例会終了後 

 

 

 

 

伊藤康人副会長 

 
 

第1Gｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 野中茂様 (川崎RC) 

…本日のクラブ協議会よろしくお願い

いたします。 

安東会員……野中ガバナー補佐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

致します。 

栁町会員……野中ガバナー補佐ようこそいらっしゃ

いました。後程、クラブ協議会よろし

米山奨学金授与 

会長報告 

幹事報告 

委員会報告 

スマイルレポート 
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くお願いします。いよいよ梅雨明けま

した。暑い日が続きますが、皆様くれ

ぐれもご自愛ください。 

川島会員……①野中ガバナー補佐よろしくご指導く

ださい。 

②やっと梅雨が明けました。本格的な

暑さになります。熱中症に気をつけま

しょう。 

関 会員……野中ガバナー補佐ようこそ。本日はご

指導のほどよろしくお願いします。 

増山会員……野中ガバナー補佐、1年間頑張って下さ

い。“朝の来ない夜は無い”よポストコ

ロナに向かって、いろいろご指導下さ

い。 

松本会員……①野中ガバナー補佐様本日はご指導よ

ろしくお願い致します。 

②誕生祝ありがとうございます。 

森本会員……野中ガバナー補佐本日はよろしくお願

いします。 

青木会員……野中第1クループガバナー補佐ようこ

そ。よろしくお願い致します。 

中村会員……①野中ガバナー補佐様、本日はご指導

よろしくお願いいたします。   

②フロンターレ絶好調このまま突っ走

って欲しいです。 

③照ノ富士優勝涙でした。 

森川会員……皆様こんにちは。梅雨も明けて気分も

晴ればれですね。コロナもしっかり気

をつけてまいりましょう。フロンター

レ全勝街道驀進中です‼ガンバレ～‼ 

後藤会員……コロナの感染が止まりません。皆さん

お互い注意しましょう！ 

野口会員……クラブ協議会ガバナー補佐、野中様よ

ろしくお願いします。 

木村会員……先週、能登と金沢に仕事を兼ねて行っ

て参りました。能登の宿では感染防止

のため一週間に一組だけ受入れのとこ

ことでした。驚きました。金沢の打ち

合わせではZOOMとリモートの併用で徹

底ぶりに考えさせられました。 

渡辺会員……野中様本日は宜しくご指導下さい。 

飯島会員……入梅明けで急に暑くなりましたがとり

あえずよかったですね。皆様お元気で

しょうか。お身体に気をつけて下さい。 

渡部会員……①第1グループガバナー補佐野中様、本

日はよろしくお願いします。 

②和田さん入会おめでとうございます。

よろしくお願いします。 

山口会員……三役、理事の皆様、本日のクラス協議

会よろしくお願い致します。 

本多会員……本日は野中ガバナー補佐、暑い中お越

しいただきましてありがとうございま

す。梅雨明けしたとたん、急に暑くな

りました。コロナと合わせて皆様ご自

愛下さい。 

石田会員……今朝未明、会社２Ｆ研究室泥棒が入り

ましてセコムと臨港警察官の働きで未

遂でした。3：30に叩き起こされ眠いで

す。本日クラブ協議会よろしくお願い

します。ISO監査中にて発言のところ辺

りで失礼します。 

小又会員……皆様こんにちは。野中ガバナー補佐よ

うこそいらっしゃいました。昨日ゴル

フに行って、一緒に行く予定の子が来

れなくなってしまって、プレー代出さ

なくて済んだので靴を買いました。焼

き肉食べて寝ました。 

細谷会員……皆様こんにちは。そろそろ夏休みです

かね。本日クラブ協議会よろしくお願

いします。 

長島会員……やっと梅雨明けをしましたがどこにも

行かずにコロナ自粛をしております。

本日ガバナー補佐の野中様宜しくお願

い致します。 

林 会員……昨日は川崎市のコロナ陽性者が２５名

と最多でした。皆様コロナと暑さに負

けずに頑張りましょう。 

森崎会員……今週は新入ゴルフコンペです。是非皆

さんと楽しみたいと思います。 

伊藤(康)会員…①野中ガバナー補佐様、本日はご指

導の程よろしくお願い申し上げます。 

②各委員の皆様クラブ協議会よろしく

お願い致します。 

梅雨が明けました‼暑い夏をより熱く

皆様元気に参りましょう！ 

 

 

 

 

クラブ協議会に向けて 
 

国際ロータリー第2590地区 

第1クループガバナー補佐 野中 茂 様 

 

・自己紹介 

 川崎ＲＣにおいて、カンボジアのミッションに参

加したことがある。悲惨な光景を目にした。 

６年にわたり川崎ＲＣの会計担当→永久会計？ 

・２５９０地区 

魅力とは？「会長報告」が魅力。 

     「外部講師の卓話」が魅力。 

     「奉仕」の魅力。 

      「会員」の魅力。 

 

1564回 26件 37,000円 累計 114件 176,000円 

卓 話 
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2020-21 川崎中央RC 

クラブ協議会スケジュール 

2020年8月3日(月)13:15～14:30 

司会 栁町大介幹事 

 
会長挨拶        安東会長 

クラブ運営管理 委員会 伊藤康人委員長 

職業奉仕    委員会 石田委員長 

社会奉仕    委員会 中村委員長 

国際奉仕・R情報研修委員会 青木委員長(兼務) 

青少年奉仕   委員会 森川委員長 

戦略計画    委員会 松本委員長 

 
雑誌広報 公共イメージ向上委員会 増山委員長 

IT委員会    委員会 坂本将平委員長 

拡大増強・会計 委員会 渡部委員長（兼務） 

職業分類    委員会 阿野委員長 

親睦活動    委員会 小又委員長 

出  席    委員会 須山委員長 

ロータリーソング委員会 飯島委員長 

 

プログラム   委員会 細谷委員長 

友好クラブ   委員会 島田委員長 

クラブ会報   委員会 牧島委員長   

ロータリー財団 委員会 野口委員長 

米山奨学事業  委員会 後藤委員長 

里親      委員会 岩井委員長 

会場監督        佐野ＳＡＡ 

 

川崎中央ＲＣ新会員歓迎ゴルフ 

 

 

 
 

日にち ： 令和2年8月5日 (水) 

時 間 ： AM 8：32 ＩＮスタート  

場 所 ： きみさらずゴルフリンクス  

 

青空のもと、行われました。 

 

 
 
  

 

 

８月１０日(月) 山の日 祝日 

８月１７日(月) ガバナー公式訪問 

 

 

今週の担当者         牧島会員 
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