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
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1-7-15
TEL:

044-233-3005

FAX:

第二吉新ビル1FA室

044-233-8460

2020-21年度
国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク
会長
安東仁志

ＨＰ：http://www.kawasaki-chuo-rc.com/

E-mail:info@kawasaki-chuo-rc.com

第1565回 令和 2年 8 月17日

副会長
伊藤康人

幹事
栁町大介

VOL.36 No.6

川崎中央ロータリークラブ
WEEKLY
ガバナー公式訪問

ビジター紹介
小又親睦活動委員長

●司会……佐野嘉男ＳＡＡ
●点鐘……安東会長
●ロータリーソング
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「我らの生業」
○本日のメニュー
和食

(川崎RC)

杉山のぶお様
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ガバナー
吉田隆男様（神奈川東 RC）
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地区副幹事 植田清司様（神奈川東 RC）
同行者
中野真理様（神奈川東 RC）

安東会長指針

『 いまできること 』

記念寄付進呈

幹事報告

安東仁志会長

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

◎

本日の配布物

ありません。
会報

８/３分

スマイルレポート
伊藤康人副会長

ガバナー公式訪問にあたり、Ｒ財団、米山奨学会へ
記念寄付を送ります。
新会員入会式
吉田ガバナー様にロータリーバッチを授与していた
だきました。

和田

裕 様

会長報告
安東仁志会長
1.本日の例会は、ガバナー公式訪問日です。吉田ガバナー
様、野中ガバナー補佐様ようこそいっしゃいました。ご
指導の程お願いいたします。
また、神奈川東RC副幹事植田様、中野様このような猛暑
の中訪問いただき、誠にありがとうございます。
2.本日より、飛沫防止パネルを各テーブルに設置させてい
ただきました。
何となく味気なくご不便をおかけいたしますが、ご了承
ください。
3.先般来、例会にお越しいただき紹介させていただきまし
た和田様、正式に本日より入会となりましたので、ご報
告させていただきます。 素晴らしい仲間ができ大変喜
んでおります。入会式は、この後執り行わせいただきま
す。
4. 8月24日ソシア21において15時より「クラブ青少年奉仕
委員長会議」が開催されます。当クラブからは、森川青
少年奉仕委員長にZOOMにて参加いただきます。
5.

9月4日ソシア21において15時より、
「米山記念奨学委

員長会議」が開催されます。当クラブからは、後藤米山
記念奨学委員長に参加いただいきます。
各委員長ご多用の折、誠に申し訳ございませんが、よろ
しくお願いいたします。

安東会長指針

国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2590 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ
吉田隆男様
…本日は公式訪問で参りました。宜しくお願い
いたします。
第1Gｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 野中茂様 (川崎RC)
…本年度国際ロータリー第2590地区吉田
隆男ガバナーに随行して参りました。本
日の公式訪問宜しくお願い致します。
地区副幹事 植田清司様・中野真理様（神奈川東 RC）
…本日は吉田ガバナーの同行で参りました。よ
ろしくお願い致します。
杉山のぶお様…残暑お見舞い申し上げます。
(神奈川東RC)
安東会員……吉田ガバナー様、野中ガバナー補佐様よう
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。
地区副幹事植田様、中野様、暑い中ご来席
いただき誠にありがとうございます。
栁町会員……①吉田ガバナー本日は、ようこそいらっし
ゃいました。本日は、有意義な卓話を楽し
みにしております。ご指導宜しくお願い致
します。
②和田様、入会おめでとうございます。
川島会員……吉田ガバナー宜しくご指導ください。
殺人的猛暑の中、くれぐれもご自愛くださ
い。
須山会員……吉田ガバナーいらっしゃいませ。
ご指導の程よろしくお願い致します。
関 会員……吉田ガバナー本日の公式訪問ようこそ。御
指導の程よろしくお願いします。
。
松本会員……①吉田ガバナー様ようこそお越し下さい
ました。本日はご指導よろしくお願い致し
ます。
②和田さん、入会おめでとうございます。
森本会員……ガバナーようこそ！
青木会員……吉田ガバナー、野中ガバナー補佐、植田副
幹事、中野様ようこそいらっしゃいました。
宜しくご指導お願い致します。
中村会員……①吉田ガバナー1年間よろしくお願い致し
ます。がんばって下さい。
②フロンターレ絶好調！応援よろしくお
願い致します。
木村会員……吉田隆男ガバナー様、本日はようこそおい
で頂きました。大変な時期ですがこの一年
よろしくお願い申し上げます。

『 いまできること 』

石川会員……コロナも怖いけど、この暑さも怖いです。
熱中症に気をつけましょう！！
佐野会員……吉田ガバナー本日はよろしくお願いいた
します。
渡辺会員……吉田様本日は猛暑の中、ご訪問いただきあ
りがとうございます。ガバナ－卓話宜しく。
飯島会員……本日は猛暑の中、吉田ガバナーお越しいた
だきまして、ありがとうございます。1年
間どうぞよろしくお願いいたします。
坂本(竜)会員…異常な夏ですね。皆様お体ご自愛下さい。
本多会員……夏期休暇を9日間頂き「自粛」という名の
ダラダラした自宅生活を過ごしていまし
た。今日から頑張ることにします。本日は、
吉田ガバナー、そして、野中ガバナー補佐、
植田地区副幹事、中野様、暑い中おいで下
さいましてありがとうございます。ご指導
よろしくお願いします。
石田会員……梅雨直後即酷暑でコロナ禍、第2四半期の
GTPは27％減と日本惨たんたる状況ですね。
皆様熱中症防止・コロナ感染防止に努めご
自愛ください！本日吉田ガバナー様宜し
くお願い申し上げます。
小又会員……ようこそ吉田ガバナーいらっしゃいませ。
夏休みは軽井沢で一泊してゴルフ2ラウン
ドして、白糸の滝に行って帰って寝ました。
昨日は寿司屋でいっぱい飲んで寝ました。
今年度の一泊旅行は軽井沢がいいと思い
ました。
長島会員……吉田ガバナー様、野中ガバナー補佐様、植
田副幹事様、中野様本日はよろしくお願い
します。暑い日が続きますが、身体には気
をつけて下さい。
林 会員……連日、猛暑が続いていますが、水分を十分
にとって、手洗い“うがい”を忘れずにお
願いします。
久住会員……初めてスマイルレポートを書かせて頂き
ました。例会の出席率が悪いため、皆様に
忘れられない様、これからは頑張って出席
率を上げていきたいと思いますので、どう
ぞ宜しくお願い致します。また、29日の歓
迎ボーリング大会は優勝めざして倒しま
くります！(笑)
伊藤(康)会員…吉田ガバナー様、野中ガバナー補佐様、
植田地区副幹事様、中野様皆様お暑い中よ
うこそお越しくださいました。吉田ガバナ
ー様には本日ご指導の程よろしくお願い
申し上げます。
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