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1.例会変更のお知らせ

秦明会員■
　「轟 淳次直前ガバナー補佐ご苦労さん会」開催。
　本日FAXにて案内送付しましたので、出欠をお知ら
　せ下さい。
　8月8日(金)とんＱ（市役所裏）18：30～

1.ポールハリスフェロー 第3次表彰
　轟　淳次会員
2.7/16富津ｼﾃｨＲＣ表敬訪問
　松中委員長、武藤副委員長、
　轟直前ｶﾞﾊﾞﾅ-補佐、野口会員、鈴木会員
　増田会長、河口副会長　計　7名
3.7/17川崎ＲＣ行ってまいりました。
　その後地区研修委員長会議へ出席しました。
4.7/31富津シティＲＣ、川崎中央ＲＣ表敬訪
　問にお見えになります。

5.ローターアクト主催｢全クラブ合同例会｣の
　ご案内
6.かわさきロボット競技大会への参加お願い
　8/24(日)10：00～競技開始
　　　　　 17：10～表彰式

今後の予定
◎ 7月24日(木) ｢職業を語ろう｣ 山本 栄次 会員　　
　　　　　 
◎ 7月31日(木) ｢韓国の文化と日韓交流について｣
　　　　　　　  駐横浜大韓民国総領事館
　　　　　　　　総領事 李壽ｼﾞｮﾝ 様　

◎ 8月 7日(木) ｢もしも江戸城天守閣が復元されたら...？｣
　　　　　　　　元神奈川県知事 松沢茂文 様
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国際ロータリー　第2590地区

第1グループ　ガバナー補佐

中村 眞治　様

なし

 

川崎大師ＲＣ　横山 俊夫　様

 

　  轟 淳次 会員
　　 （第３次）

マルチプル
ポールハリスフェロー

●川崎高津南ＲＣ
　8/4 （月） 通常夜間例会　点鐘18：30
  8/11（月）→10日（日）へ移動例会
   「橘ふるさと祭り」
　　　　　　　場所　川崎市民プラザ　屋内広場　
  8/18（月）休会（定款細則により）
  8/23（土）移動例会「市制記念多摩川花火大会」
  8/25（月）振替休会
●川崎稲生ＲＣ
　7/25（金）夜間例会　点鐘　18：30
  8/15（金） 自主休会
  8/27（金）移動例会　国会見学・市ヶ谷防衛省
●川崎ＲＣ
　7/31（木）休会（定款第６条第１節により）
　8/14（木）休会（定款第６条第１節により）
●川崎幸ＲＣ
　8/1 （金）→5日（火）夜間納涼移動例会
　　　  　点鐘　18：00
  8/15（金） 休会（定款細則により）　



クラブ会報担当：山崎美津夫委員長

理事・役員・委員長　退任挨拶

　　　

　　

　   山崎美津夫 会員

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 河口武生　副会長

★1.遅くなりました。表敬訪問に参りました。
　2.一年間宜しくお願い申し上げます。
（国際ﾛｰﾀﾘｰ 第2590地区 第1ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅ-補佐　中村 眞治 様）
★本日は、久しぶりにメイクに来ました。
　お世話になります。（川崎大師ＲＣ　横山 俊夫 様）

◆松中会員

　中村ガバナー補佐、ようこそ。
　先日、富津シティＲＣへ表敬訪問致しました。
　大歓迎されました。有難いことです。
　山崎さん、卓話のほどよろしく。
◆武藤会員
　山崎さん、本日の卓話楽しみにしています。
◆秦会員
　中村眞治ガバナー補佐、今年一年間お世話にな
　ります。横山さん、暑い中有難うございます。
◆島田会員
  今期初の夜間例会、楽しませていただきます。
◆森野会員
　本日の夜間例会のメイクに来ました。
　昼間12：20分宜しくです。
◆伊藤秀司会員
　中村眞治ガバナー補佐、ようこそおいでいただ
　きました。マリーンの夜例会楽しんでください。
◆増田敏雄会員
1.第１グループガバナー補佐中村眞治様、本日は
　表敬訪問有難うございます。一年間宜しくご指
　導お願い致します。
2.昨日は富津シティＲＣ表敬訪問に７名の方が参
　加してくださいました。松中友好クラブ委員長
　武藤副委員長、轟様、野口様、鈴木様、河口副
　会長有難うございました。
3.山崎さん、本日の卓話楽しみにしています。

◆轟会員
　昨日の富津シティＲＣ表敬訪問参加の皆様、
　ご苦労様でした。又会長には往復車両運転を
　いただきましてありがとうございました。
◆小峰会員
　休会中にも関わらず、先日は母の死去に際し
　ましてお心遣いを頂き有難うございました。
◆小山会員
　中村ガバナー補佐様、ようこそいらしゃいま
　した。今期１年間宜しくご指導下さい。
　山崎さん、本日の卓話楽しみです。
◆小枝会員
1.中村ガバナー補佐、ようこそマリーンへ。
2.山崎さん、卓話楽しみにしています。
◆安本会員
　佐藤さん、先日はお世話になりました。
　山崎さん、本日の卓話楽しみにしています。
◆山崎会員
　みなさん、卓話楽しみにしないで下さい。
◆伊藤恒満会員
　山崎さん、卓話頑張って下さい。
◆山本会員
　ガバナー補佐中村様、一年間ご指導宜しくお
　願い致します。
◆鈴木会員
　中村ガバナー補佐、横山先輩ようこそおいで
　下さいました。
　マリーンの例会をお楽しみ下さい。
　山ちゃん、本日の卓話楽しみにしております。

本日の卓話

東日本大震災義援金　 9,000　円

　　　累計金額 　　　3,000　円

本日のニコニコ　　 132,000　円

　　　累計金額  　　29,000　円

『会員卓話』
人生の中で３０分間も話をする機会が今までになく、上手くまとめられるか不安
ですが頑張ります。昨年７月にロータリーに入会し、約１年が経過しました。
本日は、改めてこれまでの経歴、名古さんとの出会いを含めロータリーとの関わ
りについてお話したいと思います。
１９６７年生まれ、川崎区昭和町の出生で、神奈川県立大師高校の野球部に所属
していました。卒業後、某スイッチメーカーに就職し５年ほど勤めた後、義兄の
勧めもあり職人になりました。それから１０年ほど経ち、会社が解散すると同時
に個人会社を立ち上げ、今から約６年前に法人として起業しました。
現在は主に商業施設やホテル等の空調配管を工事しています。
名古さんとの出会いは、妻の実家であるとんかつ屋の並びに名古さんの会社花英
があったのことがご縁で、以前からずっと仲良くさせていただいており、マリー
ンＲＣへ紹介していただきました。ロータリークラブでは、異業種の方々と年齢
を越えて話をすることが多くなり、色々な意味で新鮮です。又、学童野球や水辺
の楽校など、地域社会に対する奉仕活動にも参加させてもらい自分の視野が広が
りました。まだまだ慣れるには時間がかかると思いますが、これからも楽しく参
加していきたいと思います。

理事・役員・委員長　退任挨拶
　　　　　

理事・役員・委員長　就任挨拶
　　ＳＡＡ

　安本好勝　　　 一年間宜しくお願い致します。


