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司会　伊藤　恒満 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  飯坂俊弘 会員

内田秀彰 　　　　　　出席報告

会長報告 鈴木慎二郎　会長 

　　　　　　
　

　

　

今日の花　

                                              出席委員

望月幹仁　幹事

＜花言葉＞
　　　　　　　
　　高　貴

★オリエンタルユリ レジェンド

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 30 90.91

33 28 84.85    5 1 87.88

   3 

1.クラブ協議会13：40～　4階特別会議室にて
2.2013-14年度ロータリー青少年交換学生募集
3.ROTEX交流会のご案内
　9/29(土)17：00～19：00
　新横浜国際ホテル 南館
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1.ロータリー一口メモ
 「ロータリー青少年交換学生について」
　母国以外の国でホストファミリーと生活を
　共にし新しい生活様式や言語などの発見や
　自国の文化を伝える若き親善使節として世
　界を一つにする役割を担います。
　詳細について http://www.rotary.org/
2.オペラ歌手岡村喬生さんの活動を記録した
　写真展「オペラへのいざない」がサンピア
  ンかわさき１階にて開催。
　お時間のある方は是非ご覧下さい。
  

伊藤秀司 親睦活動委員ビジター紹介　　　　　

川崎大師ＲＣ　野沢 隆幸 様

国際ロータリー　第2590地区

第一グループ　ガバナー補佐

山本 浩司　様

●川崎高津南ＲＣ
　9 /24（月）納涼家族会による移動例会
　　　　　　  場所　墨田川屋形船
　 　　　　　 スカイツリー見学
　10/15（月）職場訪問による移動例会
　 　　　　　 場所　日産追浜工場見学

＊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

◎

◎

◎

 9月13日(木) 山本栄次 ロータリー財団委員長 担当
　　　　　　　「共に汗をかこう」
　　　　　　　 川崎商工会議所　名誉顧問
               西岡 浩史　様

 9月20日(木) 露木 雄二ガバナー公式訪問

 9月27日(木) 松中秀司 社会奉仕委員長 担当
　　　　　　　「危機管理対策を考える」
　　　　　　　 川崎警察署 警備課長 森田 俊義　様
         

　　　委員会報告
■

■

宮本欣淳　直前会長
 　8/31(土)、9/1(日)2日間に渡り日韓親善会議
　 に出席して参りました。
　(出席者：山本会員、安本会員、宮本会員)

増田敏雄　親睦活動委員長
　９月のお誕生会

鈴木慎二郎　会長 特別ゲスト

　　　

　　　

9月のお誕生会

 

秦　　　明 会員

      
伊藤　秀司 会員

     

鈴木慎二郎 会員

    

9月17日

 9月19日

9月22日

Happy
 Birthday!



理事・役員・委員長　退任挨拶

　　　　　

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 茶谷龍太　副会長

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

増田敏雄会員
1.山本ガバナー補佐、今日は宜しくお願いします。
2.野沢様、お暑い中ようこそいらっしゃいませ。

伊藤秀司会員
　山本ガバナー補佐、本日は宜しくお願い致します。

名古会員
　山本ガバナー補佐、本日は宜しくお願いします。　
　本日はお花大サービス致しました。

伊藤恒満会員
　今月ＳＡＡ担当させていただきます。宜しくお願いします。

小枝義夫会員
　山本ガバナー補佐、ようこそ。今日は宜しくお願いします。
　早朝ウォーキングは今日で14日になりました。

佐藤会員
　トリビア...｢中秋の名月｣は毎年仏滅です。

西尾会員
　お久し振りです～。不景気で大変です。ガンバリマス～。

飯坂会員
　昨日、座布団配りの山田君とゴルフで一緒に回りました。
　笑点のメンバーよりも飯坂君はうるさく面白いと言われま
　した。山田さんは頭があまり良くないので座布団しか配れ
　ないのですかと聞いたら無言でした。思ったよりもプライ
　ドが高かったです。

鈴木会員
　山本ガバナー補佐、本日のクラブ協議会ご指導宜しくお願
　い申し上げます。

望月会員
　山本ガバナー補佐、宜しくお願い致します。

茶谷会員
　山本ガバナー補佐、本日は宜しくお願いします。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

島田会員
　山本ガバナー補佐、本日は宜しくお願い致します。　
　野沢様、いつもお世話になります。

松中会員
　山本ガバナー補佐、ご指導のほど宜しく。
　野沢様、ようこそ。

秦会員
　山本浩司ガバナー補佐、暑い中御苦労様です。
　本日は宜しくご指導して下さい。

武藤会員
　山本浩司ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいました。
　宜しくお願い致します。

森野会員
　山本ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいませ。
　同期幹事のご出世ご立派と存じます。

山本ガバナー補佐のご来訪心よりお待ちしておりました。
　小生途中早々に当会館別会場に出向き失礼をお許し下さい。
　野口さん、河口さん、瀋陽訪問では御苦労様でした。

野口会員
　山本ガバナー補佐、本日は宜しくご指導下さい。

小山会員
　山本ガバナー補佐様、本日のクラブ協議会ご指導の程、
　宜しくお願い致します。

河口会員
　山本浩司ガバナー補佐様、本日は宜しくお願い致します。

山本会員
　ガバナー補佐山本浩司様、本日はご指導宜しくお願い致し
　ます。宮本さん、安本さん、先日は２日間大変お疲れ様で
　した。
　来週、卓話に川崎商工会議所 元会頭 西岡様がお出でにな
　ります。皆様のご参加宜しくお願い致します。

★

★

本日は例会とクラブ協議会で長時間になりますが、宜しくお願い致します。
　（国際ロータリー2590地区　第1グループ　ガバナー補佐　山本 浩司　様）

暑さが続きます。今日はお世話になります。（川崎大師ＲＣ　野沢 隆幸　様）

東日本大震災義援金　 3,000　円

　　　累計金額 　　 26,000　円
本日のニコニコ　　　27,000　円

　　　累計金額  　 238,500　円

本日の卓話

クラブ会報委員会　内田秀彰委員長

クラブ協議会　４階　特別会議室にて

国際ロータリー 第2590地区
第1グループ ガバナー補佐
　　山本　浩司 様

　　　
2012-13年度「地区方針･目標」についてご説明いただきました。
新川崎ＲＣのチャーターメンバーから在籍し現在に至るまでの
ロータリアンとしてのご経験や、ロータリー３大義務である出
席について「出席も奉仕の一つ」とお考えなり、入会されてか
ら現在も100％を実践されているとのこと。 大変素晴しいお話
でした。
またクラブ協議会においては、週報のデジタル化やメールによ
る出欠席の確認、米山の集金方法などいろいろとアドバイスを
いただき有意義なお話を伺うことが出来ました。
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