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副会長
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小山宏明

会　長
鈴木慎二郎
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★

司会　鶴田 太洋 副SAA
点鐘　鈴木慎二郎 会長
ロータリーソング

｢君が代」
｢奉仕の理想」
ソングリーダー  野口四郎 会員

伊藤恒満 　　　　　　出席報告

会長報告 鈴木慎二郎　会長 

　　　　　　
　

今日の花

                                              出席副委員長

望月幹仁　幹事

＜花言葉＞
　　　　　　　　　　
　　赤　　：愛情
　　ピンク：感謝

★カーネーション

幹事報告

会員数

本　日

前々回

出席率
該当者

出席者 欠席者 出席率
メイク
アップ

ホームクラブ

33

出席率

前回修正

33

33 28 84.85

33 25 75.76    8 3 84.85

   5 

1.例会変更のお知らせ

＊週報を送ってくださったＲＣ
　なし

今後の予定

◎

◎

◎

5 月16日(木) 「新会員卓話」
　　　　　　　　小枝義夫 会員・小峰則明 会員

5 月23日(木)  夜間例会「クラブフォーラム」
　　　　　　　　場所　サンピアンかわさき
　　　　　　　　点鐘　18：30

5 月30日(木) 「ロータリー財団のビジョン」
　　　　　　　　2590地区 ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会
　　　　　　　　小山宏明 会員

　

　　

委員会報告

　　　　　　
近隣ＲＣからのお知らせ

   
     

＊

1.ガバナーノミニー被指名者 確定宣言
2.2590地区 ﾛｰﾀｰｱｸﾄ地区協議会ご案内
　6/9(日)かながわ労働プラザにて
　点鐘13：00 　懇親会19：00
3.かものはしプロジェクトより
  関係クラブへ卓話推薦のお願い
4.その他
　本日、理事会があります。
　5/24(金)は事務局お休みです。
5.会長一口メモ
　ロータリー地域社会共同体について

 鶴田太洋　親睦活動委員ビジター紹介　　　　

鈴木 元一郎（横浜鶴見北ＲＣ）

■

■

■

■

■

松中秀司 社会奉仕委員長
  朝日新聞に内海先生の寄稿文が掲載されました。

森野知良 出席委員長
  5/17(金)5名、5/20(月)4名ﾒｰｸｱｯﾌﾟ未経験の方
　に同行して参ります。

野口四郎 会員(高尾山を歩こう会)
  5/26(日)ハイキングのご案内を本日FAXします。

河口武生 新世代奉仕委員長
  5/7(火)横浜東RAC例会へ茶谷次年度新世代奉仕
　委員長と参加して参りました。

増田敏雄 親睦活動委員長
　５月のお誕生会

●川崎幸ＲＣ
　6/ 7（金）　移動例会　親睦一泊研究旅行
　6/21（金）　夜間例会  
                        点鐘：18：00
  6/28（金）  休会（定款細則により）
●川崎中央ＲＣ
　5/27（月）⇒5/26(日)～27(月)一泊移動例会
　　　　　　　場所：ホテルグリープラザ軽井沢

場所：川崎日航ホテル

●川崎高津南ＲＣ
　5/20（月）⇒5/22(水)～23(木)に変更
            　認証状伝達式記念例会
　　　　　　　場　所：福嶋県 新地町役場
　　　　　　　例会場：岳温泉　あづま館
  6/ 3（月）⇒6/2(日)に変更　移動例会
　　　　　　　多摩川河川敷　美化活動に参加

なし

ゲ　ス　ト 鈴木慎二郎　会長 

　　　

 ５月のお誕生会
 

増田洋一会員

Happy
 Birthday!



★本日もメークアップでお邪魔させていただきました。
　鈴木元一郎 様（横浜鶴見北ＲＣ）

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

野口会員
　本日も宜しくお願い致します。

小山会員
　川崎中央少年野球連盟ロータリークラブ旗
　春季大会閉会式に御参加の皆さま有難うござい
　ました。

島田会員
　望月さん、今日の卓話楽しみにしています。
　スコアーアップに繋がるのではないかとしっか
　り勉強させて頂きます。

増田敏雄会員
　望月さん、本日の卓話楽しみです。
　一度の人生、楽しく生きていきたいですね！

山本会員
　望月さん、本日の卓話人生は一度、どんな話
　かな？楽しみです。

武藤会員
　望月さん、本日の卓話楽しみにしています。

伊藤恒満会員
1.森野さん、先日は大変ありがとうございました。
2.望月さん、卓話タイトルかっこいいですね。
　楽しみにしています。

御幡会員
　望月幹事、頑張って下さい。

河口会員
　望月幹事、いつもお世話様です。
　本日の卓話宜しくお願いします。
　ゴルフの話だけでなく奉仕関係の話も少し入れ
　て下さい。

増田洋一会員
　３～６日まで陸前高田にて泥出しして来ました。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

円谷会員
　お誕生日のお花をありがとうございました。
　去年いただいたお花も今咲いています。

西尾会員
1.昨日は森野さん、名古さん、ご馳走さまでした。
2.望月幹事、本日の卓話楽しみにしています！！

松中会員
　残念ながら鎌倉世界遺産登録ならず。
　なかなか諸問題を抱えています。

栄居会員
　先日、内田先生にお世話になりました。
　ありがとうございました。

秦会員
　やっと連休が終わって自分の時間が取れそうです。

森野会員
　昨日は名古さん、増田(敏)さん、西尾さんお世話
　になりました。名古さん、鼻血出た分以上に赤ワ
　イン補充できたかな．．．

小枝会員
　御幡さん、野口さん、先日はありがとうございま
　した。

福嶋会員
　アロハーです。

鈴木会員
　皆様、連休はいかがだったでしょうか？
　今日から５月の例会がスタートとなります。
　楽しんで参りましょう。
　望月さん、本日の卓話楽しみにしております。

茶谷会員
　５月より当社は禁煙にしました。
　西尾さん、先日はお世話になりました。
　望月幹事、卓話楽しみにしています。

東日本大震災義援金　 2,000　円

　　　累計金額 　　 96,000　円

本日のニコニコ　　　22,000　円

　　　累計金額 　　876,270　円

　　河口武生会員クラブ会報委員会

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 茶谷龍太 副会長

本日の卓話

『人生は一度』と題して卓話を予定していましたが、5/12(日)に
開催される富津シティＲＣとの親睦ゴルフコンペが近いことやク
ラブ対抗戦ではこの数年負け続きということで、急遽本日の卓話
はゴルフ解説となりました。
ゴルフは頭を使うことがとても 。自分の技量を認識した上で
事前にコースガイド等で確認して、無理しない着実な攻め方を予
習しておくことが大事だそうです。
又、コース上でのクラブの選び方やパターでの注意点など細かく
アドバイスをしていただきました。富津シティＲＣとのコンペで
は「自分の一打でなく、マリーンの一打で」と参加メンバーへ励
ましともプレッシャーとも取れる声がけで締めくくりました。
『人生は一度』は次回卓話までのお楽しみ。

大切

 　
幹事望月幹仁 

 　
『人生は一度』
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