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●司会……廣瀬ＳＡＡ  
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「奉仕の理想」 
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山口会長 
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山口会員 

 

米山奨学生 宋文婷（ソウブンテイ）さん 
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長島親睦活動副委員長 

 

 

谷中 努会員（4日） 坂本将平会員 （16日）   

坪井麻衣子会員（22日） 佐野嘉男会員（27日） 

石田幸兒会員（28日） 木村教義会員（29日） 

 

 

山口幸太会長 

 

① 2021-2022年度 小倉ガバナー・北瀬直前地区幹

事より昨年度の御礼が書面にて届きました。 

そして、前年度の伊藤弘志会長と上原尚子副会長

にバッジの進呈がありました。 

 

② 昨年度の米山奨学事業が寄付額28,471円となり、

全国1位を達成致しました。感謝とお礼申し上げ

ますとのことです。 

 

③ 今年度は冊子「ロータリーの友」を購読し、概要

を会員に説明していただくことにしました。 

1ヶ月ことに担当を決め、概要説明を行っていた

だき、ロータリー理解の一助にしてもらいたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

④ フードバンクへの食品寄付よろしくお願いいた

します。 

 

⑤ 7/7(木) 地区クラブ活性化セミナーに関根会員

増強委員長と山口会長が出席しました。 

 

  

坂本将平幹事 

◎ 例会変更のお知らせ   

  川崎幸ＲＣ 
７月２９日(金) ５０周年記念行事  点鐘15：30 

８月１２日(金) 休会 祝日週のため 

８月１８日(木) 夜間例会（親睦納涼例会）点鐘18：00 

◎ 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 

ロータリの友 

 

 

 

 

  7月号担当 松本寛会員 

 
ＲＩ会長について 

当2590地区 志村ガバナーについて 

 

 

 

森本Ｒ財団委員長 

昨年度のＲ財団への寄付の認証について 

ベネファクター（恒久基金寄付）伊藤弘志会員 

 

ポールハリスフェロー（年次基金寄付） 

マルチプルポールハリスフェロー第二次（3000㌦） 

伊藤康人会員 

 ポールハリスフェロー（1000㌦） 

   上原尚子委員、坂本竜麻会員、阿野順一会員 

   牧島 聡会員、安東仁志会員、坂本将平会員 

 

 

長島親睦活動委員長 

 7/25(月)納涼夜間移動例会のお知らせ 

 

 

安東地区ゴルフ大会実行副委員長 

志村ガバナー年度、地区大会チャリティーゴルフ大

会担当になりました。 

実行委員会は、関委員長ほか9名 計10名となります。 

よろしくお願いいたします。 

 

    

7月の誕生日 

会長報告 

幹事報告 

 ロータリーの友の概要 

委員会報告 
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坂本竜麻副会長 

 
山口会員……本日は理事役員の皆様、宜しくお願い致しま

す。 

坂本(将)会員…①皆様こんにちは。本日は理事役員の皆

様、よろしくお願いいたします。 

②フードバンクへの有志寄付の件、皆様、何

卒ご協力お願いいたします。 

川島会員……理事役員の皆様、一年間よろしくお願いいた

します。 

増山会員……①日航ホテルは徒歩5分近く最高です！ 

②最近玄米ダイエットと食事2回にすること

を実行しています。おかげさまで古いズボン

とベルトが使えるようになりました。お得な

気分！ 

関 会員……新年度の理事役員の皆様、１年間お世話にな

ります。 

松本会員……①理事役員の皆様、一年間頑張って下さい。 

②森崎さん先日はご指導ありがとうござい

ます。 

森川会員……皆様こんにちは。この暑さは7.8.9月続きそ

うですね。とにかく熱中症に気と付けて健康

第一でよろしくお願い致します。 

石川会員……①先日娘の誕生日にお花を頂きました。 

プレゼントはロータリーのみと言って喜ん

でいました。 

②理事役員の皆様、一年間よろしくお願い致

します。 

木村会員……このところ国内外で大きな政治的にも経済

的にもあります。平和な世界が続きますよう

に祈っています。 

佐野会員……山口会長、三役の皆様、1年間よろしくお願

いします。 

渡辺会員……今年度の各委員長の皆様一年間よろしくお

願いいたします。 

渡部会員……先週はお休みしてすみません。 

新しい会場もすばらしいですね。１年間、三

役及び理事役員の方、よろしくお願いします。 

上原会員……皆様こんにちは♡連日暑いですネ。 

今日は理事役員の皆様どうぞよろしくお願

い致します。 

岩井会員……皆様こんにち。今日も来ちゃいました。よろ

しくお願いします。 

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!! 

伊藤(弘)会員…①金曜日に大阪出張で現地調査していた

場所が安部元総理が撃たれた場所から30分

のところでした。驚きと悲しみの週末を過ご

しました。 

②今期理事役員の皆様1年間よろしくお願い

します。 

安東会員……新理事の方々、今後ともよろしくお願い致し

ます。 

牧島会員……最近インドアでゴルフを妻と楽しんでいま

す。スコアはムチャクチャですが… 

本多会員……今日もとびきり暑いですね。でも例会場が日

航ホテルになり、電車組の私は近くなってと

ても便利になりました。今日は理事役員の皆

様ご挨拶及び1年間よろしくお願いします。 

石田会員……お暑うございます。 

清新な新三役スタートです。 

お盆まで楽しくお願いします。スカイ2度目で

すが楽しみです。 

栁町会員……今年度理事役員の皆様1年間よろしくお願い

致します。 

長島会員……怖い世の中になりました。安倍元首相、ご冥

福をお祈りいたします。 

就任の挨拶よろしくお願いします。 

谷中会員……コロナの感染者がまた増加してきました。皆

さん気をつけましょう。 

森崎会員……今日は、米、カレー他持ってきました。 

中央ＲＣが川崎のためになれば最高です

ね!!役員の皆さん挨拶楽しみです。 

和田会員……新任の理事役員の皆様、卓話よろしくお願い

します。私も初の役員ですが頑張ります。 

瀧上会員……昨日マイバイクが納車されました。15年ぶり

にライダーに復帰したので坂道発進を忘れて

いました。陸橋でちょっと後方に落ちたので

周囲の車の緊張を感じました。安全第一です

ね。 

坂本(竜)会員…3.11とか9.11とか恐ろしいことが起きま

したが今日7.11も何かおきるかも…皆様お気

を付けください。 

 

 

 
 

理事・役員 就任挨拶 
谷中努社会奉仕委員長 

   
石川三枝子国際奉仕委員長 

 

和田裕青少年奉仕委員長 

   
木村教義戦略委員長  

スマイルレポート 

1630回 26件 32,000円 累計 63件 141,000円 

卓 話 
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青木松枝ロータリー情報・研修委員長 

   
増山雅久公共イメージ委員長 

 

栁町大介ＩＴ委員長 

   
関根剛会員増強委員長 

 

岩井正美職業分類委員長 

   
長島章浩親睦活動委員長 

 

高後富美江出席委員長 

  
瀧上亜里佐ロータリーソング委員長 

 

今週の担当者         上原会員 

皆様就任挨拶お疲れ様でした。 

一年間よろしくお願いいたします。 

 

       本多みちよプログラム委員長 

  
中村幸史友好クラブ委員長 

 

上原尚子クラブ会報委員長 

  
森本邦康ロータリー財団委員長 

 

石田幸兒米山記念奨学委員長 

   
安東仁志会計委員長 

 

廣瀬千尋会場監督（ＳＡＡ） 

   
牧島聡会長エレクト 
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