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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
「奉仕の理想」
○本日のメニュー
和食

出席報告

会員数

須山出席委員長
出席
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ホーム
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1565回
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メイク
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前々回
修正

82.92

（牧島会員・山口会員）

特別ビジター紹介
安東会長
地区
地区
地区
地区

拡大･増強委員長(横浜南RC) 宮田彰久様
拡大･増強委員 (川崎幸RC) 山野英二様
拡大･増強委員 (川崎ﾏﾘｰﾝRC)河口武生様
拡大･増強委員 (横浜西RC) 鈴木紀子様

米山奨学生 張 博偉（チョウハクイ）さん
安東会長指針

8.９月の誕生日
小又親睦活動委員長
和田 裕会員 （8/21日）

上原尚子会員（1日）

久住奈美会員（１８日）
中村紀美子会員（22日）

『 いまできること 』

伊藤弘志会員（22日）

会長報告

幹事報告
安東仁志会長
栁町大介幹事

1. 8月29日（土）17時よりハマボールでボーリング
大会とホテルプラムにおいてソーシャルディス
タンスに配慮された「新会員歓迎会」が開催さ
れ、米山奨学生張さんと米山奨学生のＯＢの尹
さんにも参加いただき、楽しく有意義な会が催
せました。ご参加いただきました会員の方々、
親睦委員長、親睦委員の方ありがとうございま
した。
2. 地区より、新型コロナウイルス関連活動支援の
ための「ロータリー災害救助補助金」のプロジ
ェクト募集要項が届きました。新型コロナウイ
ルス関連活動支援は、会長今期方針の②に挙げ
ておりますいので、今後是非トライしていきた
く思います。本日の理事会にも上程したいと思
います。
3. 今期の地区補助金として、障害者施設への家具
の贈呈を行いました。
その補助金285,690円が8月27日付けで地区より
入金がありましたので、ご報告させていただき
ます。
4. 現在当クラブのＨＰをリニューアルすべく作業
を進めております。
初校がほぼ出来上がりましたので、本日の理事
会において意見をいただきながら、校正に入っ
ていき、近々にリニューアルアップしたいと思
います。

◎

例会変更のお知らせ

☆川崎ＲＣ☆
９月２４日(木)
休会
１０月２９日(木) 休会

祝日週のため
定款細則により

☆川崎南ＲＣ☆
９月２２日(火)
休会
祝日
９月２９日(火)
夜間移動例会
１１月２９日(火)
休会 祝日
☆川崎大師ＲＣ☆
９月２３日(水)

休会

萬珍楼

祝日週のため

☆新川崎ＲＣ☆
９月９日(水)
休会
定款細則により
９月２３日(水)
休会
祝日週のため
◎

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 ８/24分
ガバナー月信
ロータリーの友
35周年記念誌

委員会報告
松本寛 ３５周年記念事業実行委員長
35周年記念事業会計報告

米山奨学生奨学金授与

スマイルレポート
伊藤康人副会長
地区 拡大･増強委員長 宮田彰久様(横浜南RC)他3名
…本日は例会前に安東会長・栁町幹事
渡部拡大増強委員長にご指導いただき
ました。ありがとうございました。
昨年は小又さん、今年は青木さんにお
世話になっております。
安東会員……第2590地区拡大･増強委員長 宮田様
委員の山野様、河口様、鈴木様ようこ
そいらっしゃいました。
本日はご指導ありがとうございました。
安東会長指針

『 いまできること 』

栁町会員……宮田様、山野様、河口様、鈴木様よう
こそ！
青木さん本日の卓話宜しくお願い致し
ます。
川島会員……暑さも峠を越えた様です。朝夕の風に
も涼しさを感じます。
大石会員……今月も宜しくお願いします。
青木会員……地区宮田増強委員長はじめ委員の方々
ようこそ！宜しくお願い致します。
中村会員……①宮田様、山野様、鈴木様ようこそお
越しくださいました。よろしくお願い
いたします。
②河口様ようこそ。
後藤会員……雨が降ったりやんだりで安定しません。
皆さん、健康に留意しましょう！
石川会員……①拡大増強の山野様、河口さん久しぶ
りです。
②宮田様、鈴木様ようこそ!!
本日はよろしくお願いいたします。
木村会員……台風10号の被害が少なくて良かったで
す。秋晴れとなりました。でも、まだ
まだ暑いです。体に気をつけて頑張り
ましょう。
渡部会員……①本日は、拡大増強委員会の皆様よう
こそいらっしゃいました。
②青木様、本日の卓話よろしくお願い
します。
伊藤(弘)会員…①先月、諸事情により、金沢文庫の
家から東門前へと引越しました。おか
げでだいぶ家庭らしく過ごせるように
なりました。
②先週はボーリング楽しかったです。4
年前に参加したときはブービーメーカ
ーでしたが、新たにいろいろな人達が
参加してくれたおかげで「上位」にな
ってのが嬉しかったです。
山口会員……皆様こんにちは。青木会員宜しくお願
い致します。
牧島会員……本日の青木ロータリー情報委員長のお
話楽しみにしています。
本多会員……本日ご来賓の皆々様訪問頂いてありが
とうございます。先日は新入会員歓迎
ボウリング大会に都合で参加できませ
んでしたが、大変盛り上がった様子を
知り、嬉しく思いました。小又親睦委
員長お疲れ様でした。また、35周年記
念誌お待たせしましたが、本日、皆様
にようやくお届けでき、ホッとしてい
ます。ご協力頂いた皆様方ありがとう
ございました。
石田会員……猛暑でなければ豪雨。おかしいですね。
先週はハマスタBBQ観戦、ボーリングと
楽しかったです。皆様コロナに油断せ
ずご健勝にお願い致します！本日は青
安東会長指針

木情報委員長卓話よろしくお願い致し
ます！
小又会員……①宮田委員長、鈴木さん、河口さん、
山野さんようこそいらっしゃいました。
青木さん頑張ってください。
②昨日は、当社の物件を将平さんに案
内した後、ラゾーナでコンフィデンス
マンJPプリンス編を1人で見た後、家に
帰って皆様にラインした後、本牧のと
き寿司に2人でいって、家に帰ってシャ
ワー浴びて寝ました。
細谷会員……皆様こんにちは。カミさんの実家が熊
本なのですが、大きな台風が来るたび
にヒヤヒヤします。（古い家なので…）
林 会員……今日は、２次販売のじもと応援券を購
入してきました。今後３次募集もよて
いしています。よろしくお願いします。
久住会員……①皆様こんにちは。本日青木様宜しく
お願い致します。
②ボーリング大会残念ながら優勝なら
ず、歓迎会は楽しい時間を過ごすこと
が出来ました。小又委員長ありがとう
ございました。
森崎会員……家内の病気に際し、皆様に温かいメッ
セージを頂き、誠にありがとうござい
ました。お陰様でかなり回復しました。
伊藤(康)会員…宮田様、山野様、河口様、鈴木様本
日はようこそお越しくださいました。
どうぞごゆっくりお過ごしください。
1567回 22件

32,000円

累計 178件

274,000円

卓 話

地区・拡大増強委員長卓話
はじめに、国際ロータリー第２５９０地区 拡
大・増強委員会 宮田彰久様に地区の会員拡大に
ついてお話を伺います。

拡大・増強委員長

『 いまできること 』

宮田彰久様

地区では現在５５クラブあり、増強したクラブは
１３クラブのみとなっております。
貴クラブ、川崎中央ロータリークラブは地区２
位の増強率です。
２６年前をピークに現在では約１２００人も減少
しております。
会員増強はロータリー最大の奉仕です。
皆様よろしくお願いいたします。

ロータリー情報委員長卓話

9月14日、28日の2日間で新入会員の研修を行いま
す。
対称は、過去１年以内に入会の方々としております
が、加えて2018年に開催されて研修会に参加できな
かった方々、また、今更だけど聞いてみようと思わ
れている方々、参加は自由です。
また、研修会の講師の方々には、ロータリー暦が長
く、記載のテーマについて見識の深い、ベテランロ
ータリーアンの皆さまを、勝手ながら選定させて頂
きました。
講師をお願いさせて頂く皆さまには、何卒ご協力を
賜ります様、宜しくお願い申し上げます。

青木松枝会員
３５周年のテーマは
「人と人とを結びつなぐ。
たゆみない努力は実を結ぶ」
という意味で「結」となったそうです。
その「結」の文字を石川パスト会長のご依頼を受
けて筆耕致しました。

卓話予定

情報委員長の観点から、
立命館アジア太平洋大学学長 出口治明様のスピ
ーチが掲載されています。良いお話ですので
「ロータリーの友」を一読ください。

９月１４日(月) 「虹のホーム 管理者」
姜 玲玉 様

今週の担当者

会報委員

牧島

聡

渡辺

雅夫

森本

邦康

阿野

順一

阿野会員
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