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クラブ協議会 
●司会……廣瀬ＳＡＡ  

●点鐘……山口幸太会長 

●ロータリーソング   安東会員 

「奉仕の理想」 

○本日のメニュー   洋食 

 

 

山口会長 

第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐(川崎中央RC) 渡辺雅夫様 

 

川島副出席委員長 

 

 

 

山口幸太会長 

 

① 8月8日は笑いの日！この効果について 

 

② 林会員のご子息結婚のお祝いをお渡ししまし

た。 
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特別ビジター紹介 

出席報告 
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ホーム 

クラブ 
メイク 

前々回 

修正 

1633回 45 44 32 12 72.72   

1631回 45 45 35 10 77.77 1 80.00 
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坂本将平幹事 

◎ 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 

     ありません。 

◎ 本日の配布物 

     会報 8/1分 

ロータリーの友 

Ｒ財団寄付の領収書 

 

 

 

 

  8月号担当 関根剛会員増強委員長 

 

 

 

 

木村戦略委員長 

 

東海道川崎宿起立400年の関連記事 

子供ダウンニュース掲載の件 

 

 

 

 

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、8月22日のガバナー公式訪問

に向けてのクラブ協議会となります。 

クラブの実情を的確にガバナーに伝え

られるよう努力致します。 

よろしくお願い申し上げます。 

山口会員……第1グループガバナー補佐渡辺雅夫様よ

うこそお越し下さいました。本日はクラ

ブ協議会宜しくお願い致します。 

坂本(将)会員…皆様こんにちは。 

本日はクラブ協議会です。皆様よろしく

お願いいたします。 

須山会員……今日もよろしく。 

関 会員……渡辺雅夫ガバナー補佐、本日は御苦労様

です。ご指導の程よろしくお願いします。 

松本会員……関根会員増強委員長様、8月号「ロータ

リーの友」概要説明よろしくお願いいた

します。 

青木会員……本日のクラブ協議会、渡辺ガバナー補佐 

宜しくお願い致します。 

木村会員……土、日と稲毛神社の山王祭が行なわれ、

盛況でした。7日は立秋でしたが、まだ

まだ暑さが続きます。今日のクラブ協議

会よろしくお願い申し上げます。 

佐野会員……悲しいお知らせです。 

私の母校（日大三島）はこの夏甲子園か

ら最初に姿を消しました。 

上原会員……皆様こんにちは♡ 

今日はクラブ協議会、渡辺ガバナー補佐

様、どうそよろしくご指導のほどよろし

くお願いいたします。 

渡部会員……本日は、クラブ協議会ですね。渡辺雅夫

ガバナー補佐様ご指導よろしくお願い

します。 

伊藤（弘）会員…コロナ発症から3週間でようやく体

調が戻りました。ようやくビールを美味

しく感じるようになりました。良かった

良かった。コロナのウィルスは腸に長期

間の子って免疫に悪さをするとのこと。

わかっていれば覚悟がつきますね。 

安東会員……暑いですね！ 

牧島会員……私の書記が濃厚接触者になって出てこ

られなくなりテンテコマイ状態です。早

く出て来られことを期待している今日

この頃です。 

本多会員……相変わらす暑い日が続きますね。渡辺雅

夫ガバナー補佐、本日はクラブ協議会ど

うかお手柔らかによろしくお願いいた

します。 

幹事報告 

 「ロータリーの友」の概要 

委員会報告 

スマイルレポート 
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石田会員……フロンターレ横浜に勝ちました。見事！ 

優勝まだ望みあります。 

26日羽田2時25分に世界センター留学生

来ます。出迎えご有志いらっしゃればで

す。本日クラブ協議会よろしくお願い致

します！ 

栁町会員……渡辺ガバナー補佐、本日の卓話よろしく

お願い致します。 

 

廣瀬会員……朝方まで全英女子オープン渋野ちゃん

の活躍を見て興奮していました。惜しか

ったですがとても感動しました。 

本日は渡辺ガバナー補佐よろしくお願

いします。 

林 会員……今週は暑い日が続きそうです。体調管理

に気をつけましょう!! 

森崎会員……皆さん暑いですね。熱中症に気をつけま

しょう。石川さん、佐野さん昨日はあり

がとうございました。カミナリの中、無

事で良かったです。 

坂本(竜)会員…またまた暑くなってきました。 

皆様お身体ご自愛ください。 

 
 

 

 

 

クラブ協議会に向けて 
 

国際ロータリー第2590地区      

第1クループガバナー補佐 渡辺雅夫様 

 

期首資料をかいつまんで説明していただき、問題点、

改善点を見つけていくのがクラブ協議会です。 

国際ロータリー・地区クラブ簡素化していく方針 

一昨年より、副ガバナー補佐を起用、今年度は松本

寛会員にお願いしております。 

 

 
 

 

 

2020-21 川崎中央RC 

クラブ協議会スケジュール 

2022年8月8日(月)13:15～14:30 

司会 坂本将平幹事  

 
会長挨拶        山口会長 

クラブ管理運営 委員会 坂本竜麻委員長 

 
職業奉仕    委員会 伊藤康人委員長 

 
社会奉仕    委員会 谷中委員長 

 
国際奉仕    委員会 石川委員長 

青少年奉仕   委員会 和田委員長 

 

戦略計画    委員会 木村委員長 

1633回 21件 27,000円 累計 110件 215,000円 

卓 話 



 

 

山口幸太会長指針   『 親睦の中から奉仕の理想を生み出す 』～止まっていた時間を動かす～ 

R情報研修    委員会 青木委員長 

 

広報 公共イメージ向上委員会 増山委員長 

 

IT委員会    委員会 栁町委員長 

会員拡大増強  委員会 関根委員長 

職業分類    委員会 岩井委員長 

 
親睦活動    委員会 渡部副委員長 

出  席    委員会 川島副委員長 

ロータリーソング委員会 飯島副委員長 

 

 

プログラム   委員会 本多委員長 

友好クラブ   委員会 中村幸史委員長 

 

クラブ会報   委員会 上原委員長   

ロータリー財団 委員会 森本委員長 

米山記念奨学事業委員会 石田委員長 

 

里親      委員会 萩原委員長 

  会計      委員会 安東委員長 

 

会場監督        廣瀬ＳＡＡ 

 
 

 

今週の担当者         上原会員 
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