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クラブ総会 
●司会……佐野ＳＡＡ  

●点鐘……安東会長 

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

「我等の生業」 

○本日のメニュー   和食 

 

      

安東会長 

 
(釧路RC)         中村幸史様 

 

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 

 

関 進 会員 （29日）   

 

 

川崎中央ロータリークラブ 

WEEKLY 
 

 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 

1577回 43 41 31 10 75.60   

1575回 43 43 43 0 100   

特別ビジター紹介 

12月の誕生日 

出席報告 

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 第二吉新ビル1FA室 

 TEL: 044-233-3005 FAX: 044-233-8460 

    

 

 
 

2020-21年度  国際ロータリー会長 

ホルガー・クナーク 

 

ＨＰ：http://www.kawasaki-chuo-rc.com/ 

E-mail:info@kawasaki-chuo-rc.com 
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安東仁志 

副会長 

伊藤康人 

幹事 

栁町大介 
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安東会長 

 
米山奨学生 張 博偉（チョウハクイ）さん 

 

 

安東会長 

 

１. 来年1月７日の4クラブ合同例会 

（川崎南ロータリクラブホストクラブ）は、 

ラグビー協会より今泉清氏の講演で開催を予

定しておりましたが、担当クラブの川崎南ロー

タリークラブより連絡が入りまして、中止とな

りましたので、ご報告させていただきます。 

その影響により新年の例会等の予定を変更せ

ざるを得ない状況となり、本日の理事会にて決

定したいと思います。 

２. 12月21日の忘年会は、本日の理事会で最終決定

いたします。詳細のご案内は、理事会後にさせ

ていただきます。開催の場合は、コロナ対応に

関係いたしますので、あくまで任意の参加で全

員出席扱いとなりますことは、先の理事会で決

定しております。 

3. ロータリー財団地区補助金管理セミナーが12月

10日15時から、ソシア21で開催されます。 

当方がライブ参加、伊藤会長エレクトがリモー 

トで参加いたします。申請は安東年度、実施は

伊藤年度になります。 

4. 本日は、クラブ総会です。来期伊藤年度の役員・

理事を選出することになります。一箇月前の例

会にて起案させていただきましたように、石川

指名委員会委員長の進行によりこの後、クラブ

細則第1条1節に乗っ取り、選考起案、実施を行

います。 

 

 

栁町幹事 

 ◎ 例会変更のお知らせ   

   〈 川崎大師ＲＣ 〉   

令和３年１月６日（水）→休会 

７日(木)移動例会新春４クラブ合同例会 中止のため 

◎ 週報を送ってくださったRC 

 ありません。 

◎ 本日の配布物 

    ロータリーの友 

    ガバナー月信 

    会報 11/30分  

    

 

 

石田米山奨学生カウンセラー 

  １２/５ 米山奨学生の集いについての報告 

 

 山口会員 

  川崎マリーンRCの福嶋様（11/13日にご逝去され

ました）のご家族より、お焼香、当クラブから

の供花の香典返しとしてお菓子をいただきまし

た。皆様にもお渡しします。 

 

 

 

伊藤副会長 

 

安東会員……本日は、クラブ総会です。来期理事役

員が決まります。来期理事役員の方よ

ろしくお願いいたします。 

次女の婚姻が2月に決まりました。“目

の前真っ黒です。”  

栁町会員……①皆様本日のクラブ総会宜しくお願い

致します。 

②中村様本日はようこそいらっしゃい

ました。最後までゆったりとお過ごし

下さい。 

関 会員……本日は私の誕生日を祝っていただき、

感謝申し上げます。 

松本会員……もう12月ですね。皆様お体大切に正月

を向えましょう。 

森川会員……もう12月師走ですね。コロナのワクチ

ンも出来つつあるみたいで早く終わっ

てほしいですね。本日は早退させてい

ただきます。申し訳ありません。 

後藤会員……当クラブはコロナ感染者はいませんが、

呼吸器系の病気はこじらせるととても

つらく、皆さんには腹式呼吸の練習を

お勧めしておきます。 

木村会員……師走になって今年もあとわずかになり

ました。色々ありましたがコロナに負

けずに頑張りましょう！ 

佐野会員……明日からもう12月ですね。12月もゴル

フやるぞー、コロナに気をつけて頑張

ります。 

渡辺会員……本日の総会で選ばれた新役員の皆様よ

ろしくお願い致します。 

上原会員……皆様こんにちは♡ 

市役所通りのイチョウ並木、まだまだ

美しさを保ってますね！かくありたい

ものです…!! 

今日のｸﾗﾌﾞ総会宜しくお願い致します。 

石川さん先日はありがとうございまし

た♡ 

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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阿野会員……皆様こんにちは。先日のライオンキン

グはとても良かったです。あのような

例会もいいですね。 

坂本(竜)会員…もう12月ですね。今月もよろしくお

願い致します。 

伊藤(弘)会員…本日はよろしくお願いします。 

来期はしっかり皆様のクラブ活動をサ

ポートできるように頑張ります。 

山口会員……皆様こんにちは。先週の土曜日に米山

奨学生を囲む会に参加してきました。

我がクラブの張さんもスピーチ頑張っ

てました。 

本多会員……いよいよ12月に入りました。年末まで

残り数日もわずかになりましたが、今

年はコロナで行事やイベントも減って

いつもと違って“年末”という感じが

わきませんね…。 

石田会員……こんにちは。今日はクラブ総会よろし

くお願いします。昨日は米山奨学生の

集いに張さん、小又さん、山口さんと

一緒に参加して参りました。奨学生36

人の1分スピーチを聞いて大変参考に

なりました！ 

小又会員……土曜日は、張さん、石田さん、山口さ

ん、米山の会お疲れ様でした。昨日は

卓球寝ました。本日2時半より美容室予

約していましたが、理事会があるので

キャンセルしました。 

林 会員……今日は途中退席となります。クラブ総

会欠席して申し訳ありません。 

森﨑会員……今年は12月になるのがすごく早いです。

ＲＣでワイワイ、ゴルフをやったお陰

ですね。ありがとうございます。 

伊藤(康)会員…①今年も残り1カ月を切りました。 

ここへ来て忘・新年会は軒並み中止で

すが、1年をじっくり振り返る時間が大

事ですね。 

②本日は来期に向けてのクラブ総会よ

ろしくお願いいたします。 

 

 

 
 

クラブ総会 
 

会長ノミニーには山口幸太会員が賛成多数で選出

されました。 

 2021-2022年度 理事･役員･を推挙し賛成多数で

可決しました。 

 

 

 

 

1.石川指名委員長 次々年度会長(ﾉﾐﾆｰ)を紹介 

山口幸太会長ノミニー 

 

2.伊藤(弘)会長ｴﾚｸﾄより次年度･理事候補指名 

 

3. 1.2の諾否 

 

4.被選任者の受諾挨拶 
 

山口幸太会長ノミニー 

 
 

上原尚子副会長・クラブ奉仕担当理事 

 
 

 

 

会長ノミニー 伊藤弘志 

副  会  長 上原尚子 

幹     事 石田幸兒 

理事（ｸﾗﾌﾞ奉仕担当） 上原尚子 

理事（職業奉仕担当） 本多みちよ 

理事（社会奉仕担当） 小又義幸 

理事（国際奉仕担当） 青木松枝 

理事（青少年奉仕担当） 増山雅久 

会     計 石川三枝子 

1577回 19件 24,000円 累計 370件 542,000円 

総 会 
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石田幸兒幹事 

 

 

本多みちよ職業奉仕担当理事 

 

 

小又義幸社会奉仕担当理事 

 

 

青木松枝国際奉仕担当理事 

 

増山雅久青少年奉仕担当理事 

 

 

石川三枝子会計委員長 

 

 

伊藤弘志会長エレクト 

 

皆様よろしくお願い致します。 

 

 

 

12月7日(月)  新会員卓話 

            谷中 努 会員 

            和田 裕 会員 

 

今週の担当者         阿野会員 

        

卓話予定 
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