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司会　小山  宏明 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  安本好勝 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＞
　　　　　　　
　お似合いの２人

★デンファレ　アプリコット

幹事報告

会員数
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前々回

出席率
該当者
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メイク
アップ

ホームクラブ

33

出席率

前回修正

33

33 23 69.70

33 25 75.76    8 1 78.79
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1.第11回ロータリー全国囲碁大会
　安本会員初級クラス準優勝しました。
2.9350ＧＳＥチーム歓送会のご案内
  11/12(月)18：00～20：00
3.米山奨学生･学友年末ﾊﾟｰﾃｨ開催のご案内
　12/9(日)18：00～20：30
4.12/16(日)ﾛｰﾀｰｱｸﾄ年次大会開催のご案内
　登録開始12：30～16：30
  懇親会　17：00～19：00
5.３クラブ合同例会各クラブ１万円徴収し賞品
  とする
6.その他
　クラブ雑誌委員長会議に武藤委員長出席
  11/5(月)3ｸﾗﾌﾞ合同例会　
  11/10(土)地区大会 川崎駅時計台11時集合　　

1.ロータリー一口メモ
　「日本のロータリアンについて」

武藤泰基　親睦活動委員ビジター紹介　　　　　

鈴木 元一郎 様（横浜鶴見北ＲＣ）

川島　光　様　（川崎中央ＲＣ）

なし

＊週報を送ってくださったＲＣ
なし

　　　　　　
近隣ＲＣからのお知らせ

   
     

＊

今後の予定

◎

◎

◎

11月 8日(木) ⇒5日(月)に変更
　　 　　　　　３クラブ合同夜間例会
　　 　　　　　（川崎大師・中央・マリーン）　
　　 　　　　　場所　川崎日航ホテル　12階　　　　
　 　　　　　　受付　18：00
　　 　　　　　点鐘　18：30　懇親会19：00～

11月15日(木) ⇒10日(土)に変更
　　　　 　　　地区大会へ参加
　　　　　　　 
11月22日(木)「会員卓話」栄居　学　会員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　委員会報告
■

■

■

武藤泰基　広報・雑誌・記録委員長
  ロータリーの友、ガバナー月信の掲載記事の報告

安本好勝　米山奨学事業委員長
  米山寄付金集金完了しました。

御幡幸男　親睦活動委員
  10/23(火)つり大会の報告及び御礼

スピーカー紹介
元川崎マリーンＲＣ

神奈川東部ヤクルト販売（株）

山本 千秋 様
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◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

小枝会員
　山本さん、今日は宜しくお願いします。

内田会員
　山本様、卓話楽しみにしております。茶谷副会長
　ゴルフの回数券ありがとうございました。
　鈴木会長に追いつくように頑張ります。

河口会員
　ヤクルト元会長の山本千秋様。本日の卓話宜しく
　お願い致します。３年前からの約束で飲みにいつ
　行きますか？
　今日ここで皆様の前で発表してから帰って下さい。

安本会員
　ヤクルトどんもありがとうございます。

伊藤恒満会員
　本日誕生日です。
　スポーツジムに通い始めて約２ケ月で９キロ減量
　しました。

増田洋一会員
　11/14～17でシンガポールに家５人で行って来ます。

福嶋会員
　欠席は全て他クラブでメイクにて済ませておりま
　す。出席委員長には迷惑かけません。以上

望月会員
　本日理事会があります。
　山本千秋さん、入会おめでとうございます。
　ひひひ．．．

鈴木会員
　山本千秋様、お久しぶりです。本日もまた楽しい
　お話をお願い致します。
　先日の米軍視察参加の皆様、お疲れ様でした。
　松中さん、増田さん、鶴田さんには特にお世話を
　お掛けしました。

茶谷会員
　山本千秋さん、本日の卓話宜しくお願いします。
　フェニックスでＧＯＬＦ楽しみですね。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

西尾会員
1.８月５日妻への誕生日お花ありがとうございます。
2.山本さん、お久しぶりです。
　本日は卓話楽しみにしています。
3.先日の職場訪問お疲れ様です。
　又「八」で食事会有難うございました。

御幡会員
　つり大会参加の皆様、悪天候の中全員が魚を釣り上
　げました。ケガ人も出なくて楽しく出来たと思いま
　す。
　又二次会での参加の皆様もありがとうございました。

伊藤秀司会員
　皆様、先日は移動例会お疲れ様でした。
　また遂に私の下手な英語のメッキがはがれてしまい
　まして申し訳ありません。今日は罪滅ぼしに金メッ
　キのネクタイをしてきました。
　又、釣り大会もお疲れ様でした。
　別の釣りより楽しいです。

松中会員
　先週、横須賀米軍基地見学参加の皆様、ご苦労様で
　した。鈴木会長の流暢な挨拶、伊藤会員の通訳、実
　に見事でした。感心しました。
　山本さん、お久しぶり。卓話のほど宜しく。

小山会員
　山本千秋さん、本日の卓話楽しみにしておりました。
　望月さん、増田さん、昨日はお疲れ様でした。
　完璧です！

名古会員
　千秋さん、入会？おめでとうございます。
　これからも宜しくお願いします。

秦会員
　山本千秋さん、お久しぶり。それにしてもシリーズ
　の詩が最終章とは秋の終わりのようにさびしいもの
　です。

武藤会員
1.松中さんの件、11/3の朝の新聞に出るそうです。
　記事が出なかった場合はだめだと思います。
2.千秋さん、ようこそいらっしゃいました。

クラブ会報委員会　内田秀彰委員長

　　　　　

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 茶谷龍太　副会長

東日本大震災義援金　 4,109　円

　　　累計金額 　　 47,109　円

本日のニコニコ　　　35,000　円

　　　累計金額  　 424,500　円

本日の卓話

『セールスガラスの詩 最終章』

　　　
御自身の近況報告、日やけの真相...など楽しいお話に始まり、
ヤ 生い立ち、

免疫力を高めてくれるヤクルト
４００の効果などお話いただきました。
毎日続ける事で健康維持に効果があるそうです。又、ヤクルト
の販売方法（ヤクルトレディーさん）については、顧客心理を
研究され消費サイクルや購入のタイミングなど訪問販売ならで
はの戦略についてもお話いただきました。
｢セールスガラスの詩　最終章｣という演題でしたが、新たに続
くシリーズを楽しみに待っております。

クルトが誕生した 創設者代田博士の乳酸菌研究に
より生まれた乳酸菌シロタ株、

 　
　　山本　千秋　様

例会場にヤクルトを沢山
もって来て下さいました。
ありがとうございました。

茶谷龍太郎 副会長・クラブ奉仕委員長担当

★
★
本日はお世話になります。（横浜鶴見北ＲＣ　鈴木 元一郎 様）
本日はお世話になります。（川崎中央ＲＣ　川島　光 様）

（元川崎マリーンＲＣ）
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