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代表挨拶 

 

第１グループガバナー補佐(川崎中央RC) 渡辺雅夫様 

 

会長 岩澤克政様(川崎RC) 

 

山口幸太会長  

 
 伊藤弘志前副会長 ・上原尚子前副会長 

 

 

 

高後出席委員長 

 

 

 

山口幸太会長 

 

① 伊藤前会長より、フードバンクかわさきから食品

ロスの件で、援助の申し出がありました。 

【フードバンクかわさきを支えてください】 

フードバンクかわさきでは、生活保護未満のご家

庭にご希望に沿った食品などを毎週お届けして

います。 

また、県立高校などで食べられていないお子さん

達にもお届けしています。 

夏休みを前にして、食品不足が起きてきています。 

夏休みには学校が休みになるため、給食で補えて

いた昼食も家庭で必要になります。 

高校生たちには夏休み前に渡してあげたいです。 

どうぞご協力をお願い致します。」とのことです。 

今回は会員の皆様のご自宅にある食品をお渡し

するようにしたいと思います。 

なんでも構いませんので、事務局か例会場にお持

ちください。ご協力をお願いします。 

② 7月1日(金)に例会場引っ越しに伴い、荷物を運 

びました。 

川島会員、森本会員、佐野会員、木村会員、 

伊藤康人会員、安東会員、本多会員、栁町会員、

瀧上会員、坪井会員、伊藤事務局、 

ご協力ありがとうございました。 

 

 

  

坂本将平幹事 

◎ 例会変更のお知らせ   

   川崎大師ＲＣ 

    ７月２０日(水) 休会 祝日週のため 

    ７月２７日(水) 暑気払い移動例会 

点鐘：18：00 

        場所：焼肉レストラン「酉の屋」 

川崎マリーンＲＣ 

    ７月２８日(木) 夜間例会 ｻﾝﾋﾟｱﾝ川崎 

   新川崎ＲＣ 

    ７月２０日(水) 休会 祝日週のため 

    ８月１０日(水) 休会 祝日週のため 

     ８月１７日(水) 休会 定款細則により   

◎ 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 6/27分 

期首資料 会員手帳 

ガバナー月信  

    

 

 

坂本竜麻副会長 

 
第1Gｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 渡辺雅夫様 (川崎中央RC) 

…本日は、川崎中央ロータリークラブ、山

口幸太会長年度、第1例会に第1グループ6ク

ラブの会長幹事と共に表敬訪問に参りまし

た。期初めに計画された親睦、奉仕活動の

数々が目標を上回る一年であります事と、

川崎中央クラブ会員皆様のご健勝を祈念申

し上げます。 

川崎南RC 岩澤会長・毛利幹事 

…貴クラブの本年度第一回例会開催にあた

り、敬意を表し訪問させていただきます。

本年度も貴クラブが益々ご隆盛となります

ことと会員皆様のご健勝ご多幸を心より祈

念申し上げます。本年度のどうぞよろしく

お願いいたします。 

直前会長・副会長 感 謝 状 贈呈 

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 

1629回 45 44 39 5 88.6   

1627回 46 46 46 0 100   

会長報告 

幹事報告 

スマイルレポート 
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川崎南RC 近藤会長・布川幹事 

…本日は表敬訪問に参りました。新年度の順

調なスタートおめでとうございます。山口

会長、坂本幹事のご活躍と貴クラブの益々

のご発展を心より祈念申し上げます。一年

間よろしくお願いいたします。 

本年度は当クラブの志村会員が地区ガバナ

ーを務めさせていただきます。貴クラブに

もいろいろご協力をいただき感謝しており

ます。また、貴クラブの青木会員には地区

副幹事を引き受けてくださり誠にありがと

うございます。これからも地区大会等でご

協力をいただくことになると思います。ど

うかよろしくお願い申し上げます。 

川崎幸RC 原会長・土橋幹事 

     …川崎中央ＲＣの皆様本日はお祝い申し上げ

ます。新型コロナはまだ終息はしていません

が、ＲＣも色々と形を変え前進と維持に努め

山口会長と会員の皆様のご多幸と記念をい

たします。 

川崎大師RC 炭谷会長・秦幹事 

…山口幸太会長、坂本将平幹事、クラブ会員

の皆様、貴クラブの新しい船出大変おめで

とうございます。心からお祝い申し上げま

す。 

川崎ﾏﾘｰﾝRC 御幡会長・山﨑幹事 

…新年度表敬訪問に参りました。川崎中央ロ

ータリークラブの皆様、新しい船出を心よ

りお慶び申し上げます。山口会長様、坂本

幹事様をはじめ皆様のご清栄と貴クラブの

ご隆盛を心より祈念申し上げます。一年間

よろしくお願い申し上げます。 

新川崎RC 山下会長・鮫島幹事 

…新川崎から表敬訪問にお伺いしました。山

口会長、坂本幹事1年間よろしくお願いいた

します。 

山口会員……会員の皆様が幸せと感じられるクラブを作

ります！1年間どうそよろしくお願い致しま

す。 

坂本(将)会員…皆様こんにちは。山口年度がいよいよ始

まりました。私としては初の３役というこ

とで大変荷が重いですが、山口会長、坂本

竜麻副会長とも３役経験者ということでお

二人のご指導を仰ぎながら、しっかりと努

めていきたいと思っています。皆様にはご

不便おかけすることもあるかと思いますが、

お気づきの点などありましたらお声がけい

ただければ真摯に向き合っていきたいと思

っていますので、何卒宜しくお願い致しま

す。 

川島会員……山口丸の船出をお祝いして、一年間三役を始

め理事の皆様よろしくお願い致します。 

関 会員……①山口会長はじめ三役の皆様1年間お世話に

なります。 

②引越のお手伝いご苦労様でした。 

松本会員……①渡邉ガバナー補佐様ご指導よろしくお願

い致します。 

②第1Ｇの会長幹事様ようこそ。 

③山口会長はじめ三役理事役員の皆様一年

間のご活躍を期待しております。 

森本会員……三役の皆様頑張って下さい。 

青木会員……山口会長新しい会場でスタートですね。理事

役員の方々よろしくお願いします。 

中村(紀)会員…①山口丸1年間頑張れ！ 

②大グループの補佐、会長幹事の皆様ようこ

そ。 

③増田ガバナー補佐様よろしく。 

森川会員……山口会長、坂本幹事、坂本副会長しっかりが

んばって下さいませ。ますます元気一杯でい

きましょう。 

伊藤(康)会員…山口会長、坂本幹事、坂本副会長、新会場

での心新たな船出、誠におめでとうございま

す！希望に満ちた航海になりますようお祈

りしています！ 

石川会員……①各クラブの会長、」幹事様暑い中ありがと

うございます。 

②本年度三役様1年間よろしくお願い致しま

す。 

③昨日は森崎さん、眞智子さんお世話になり

ました。あまり暑くなくよかったです。 

木村会員……山口丸の新しい門出です。新しい1年を共に

頑張りましょう。 

上原会員……輝かしい新年度のスタートですね♡ 

山口会長をはじめ三役の皆様、理事役員の皆

様１年間よろしくお願い致します。 

岩井会員……こんにちは‼山口会長年度始まりですね！ 

1年間元気に頑張りましょう‼ 

阿野会員……皆さんこんにちは。いよいよ山口丸の出港で

すね。新三役の皆様一年間よろしくお願いい

たします!! 

安東会員……山口年度の出航です。素晴らしい年度のなり

ますよう祈念しております。 

6月30日に初孫が生まれました。男の子です。

ついにＡＮＤＹから“アンジィー”になりま

した。 

伊藤(弘)会員…①山口会長、坂本将平幹事、坂本竜麻副会

長、および新理事の皆様、新たな1年をよろ

しくお願いします。 

②日航ホテルでの例会は昨年予定して出来

なかったので感慨深いものがあります。涼し

くて良いですね。 

牧島会員……いよいよ山口年度第1回日航ホテルが始まり

ましたね。山口会長、坂本副会長、坂本幹事

1年間よろしく願います。 

本多会員……今日から例会場も変わり心機一転ですね。山

口会長、坂本将平幹事、坂本竜麻副会長、1

年間よろしくお願いします。また、6クラブ

の会長幹事の峰様、田中様ご来訪ありがとう

ございます。 

石田会員……山口新会長、栄えある新会場でスタートおめ

でとうございますかしこまらずに、活々と中

央らしく一年お願いします。 

（今日は7/4、アメリカ独立記念日でありま

す！） 

栁町会員……①山口会長、坂本竜麻副会長、坂本将平幹事、

1年間よろしくお願いします。 

ご来訪頂いた各クラブの皆様ありがとうご

ざいます。 

②石田さん先日はありがとうございました。

北海道頑張ります。 
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萩原会員……新年度いよいよスタートですね。 

山口会長、坂本竜麻副会長、坂本将平幹事頑

張って下さい。 

長島会員……山口会長、一年間宜しくお願い致します。親

睦活動委員長として、親睦を楽しい活動を計

画を致します。 

林 会員……新年度いよいよスタートですね。みんなで盛

り上がりましょう!! 

谷中会員……山口会長年度スタートですね。みんなで盛り

上げていきましょう。 

森崎会員……山口新年度スタートおめでとうございます。

新しい気分一新楽しくスタートですね。宜し

くお願い致します。 

和田会員……皆様今期もよろしくお願いいたします。 

蒸し暑い日が続きそうなので、皆さん体調管

理にはお気を付けください。 

中村(幸)会員…山口年度おめでとうございます。 

また、息子長男が浅田真央アイスショーでス

タートし、本日記者会見がＴＶ放映する予定

です。 

瀧上会員……今日は新年度最初の例会ですね。1年間よろ

しくお願いします。今日は息子の誕生日です。

14年前の今陣痛中でﾋｯﾋｯﾌｰでした。なつかし

いです。 

坂本(竜)会員…今期副会長をおおせつかりました。坂本で

す。1年間よろしくお願いします。 

 

 

 

三役就任挨拶 
 

坂本将平幹事 
 

皆様改めまして、本年度幹事を務めさせていただ

きます、坂本将平です。 ここ３年ほどコロナの影

響もあり、ロータリー活動も制限がある中での運営

を強いられてきたと思います。ただ、その制限の中

でも我が川崎中央ロータリークラブは会員数も増

え、地区補助金事業もここ４年連続して申請し、奉

仕活動につなげています。できることが少ない中で

も皆様が知恵を絞っておこなった成果は十分なも

のだったと思います。また、社会においてはテレワ

ークやテレビ会議など時代の変革となるようなこ

とが起こってきて、現在のテクノロジーをまだまだ

十分に生かせていないことがこの日本でも十分に

気づかされた面はあると思います。当クラブでも数

年前からLINEなどで伝達事項の共有を迅速におこ

なったり、事務局運営の面ではファイル共有サービ

スを利用して効率化を進めてきました。ただ、この

様なデジタル技術の効率化ではどうにも解決でき

ないのが、ことロータリー活動においては親睦活動

です。本年度、山口会長は「親睦の中から奉仕の理

想を生み出す」というスローガンを掲げています。

少しづつですが、世の中の活動も再開し始めていま

すので当クラブとしても顔を合わせた活動、皆で作

りあげる活動をしていくためになにをしたら良い

かを考えながら幹事としての役目を務めていきた

いと思っています。私としては実務面においては事

務局の業務の流れや会員の皆様の役目や運営方法

なども面にも目を向けて、見直しできる部分は効率

化する、逆に顔を合わせて協調や共感、信頼、一緒

に活動したことによる達成感や感動を生めるよう

な活動ができるような一助ができたらと思ってい

ます。以上です。 

 

坂本竜麻副会長 
本来であれば渡部典行会員が副会長のはずでした

が、頼まれてこちらにたっております。 

今期は全会出席を目標にニコニコしながら、スマイル

レポートを発表させていただきます。 

よろしくお願いいたします。 
 

山口幸太会長 

田中さんようこそお越し下さいました。 

ＰＥＴＳの話ですでに皆様には思いが伝えてあり

ます。 

ロータリーに入会して10年先輩の背中を見て自分

は今ここにいます。 

引っ越しの際も大先輩が集まってくれた中央ロー

タリーらしいと思いました。移動例会も40名が参

加してくれる予定です。 

今年は中央でよかったと思えるように1年間精一

杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

 

今週の担当者         阿野会員 

皆様一年間よろしくお願いいたします。 

        

 

1629回 37件 109,000円 累計 37件 109,000円 
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