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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  伊藤秀司 会員

小枝義夫 

森野知良 　　　　　　出席報告

会長報告 鈴木慎二郎　会長 

　　　　　　
　　

　　　

　

今日の花

委員会報告

　

ビジター紹介　　　　　

                                              出席委員長

                                     親睦活動委員

望月幹仁　幹事

＜花言葉＞
　　　愛の拒絶

★スプレーカーネーション

幹事報告
　　　　

会員数
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前々回
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該当者
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ホームクラブ

33
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前回修正

35
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33 26 78.78
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鈴木慎二郎　会長 ゲ ス ト

伝達式＆前三役功労表彰

前期三役功労表彰

宮本　欣淳　直前会長

鈴木慎二郎  直前副会長
安本　好勝  直前幹事
　　　

    米山奨学生 
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  （ソン・イシュウ）
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ご入会　

おめでとうございます

　 　　      
 よろしくお願いいたします

1.上澤 摩壽雄ガバナー　退任御挨拶
2.ＩＭ（第1、2、3グループ）会計報告
3.2012-13年度　上期地区資金振込依頼（地区）
4.Ｒ財団「地区補助金」対象プロジェクト募集
　（本申請）のお知らせ
5.ＧＳＥ派遣メンバー推薦依頼
6.事務局7/9（月）振替出勤　⇒7/18(水)休　

■

■

■

河口武生　出席委員長
　１年間100％出席者表彰

増田敏雄　親睦活動委員長
　親睦活動の運営、スカイツリー見学会

武藤泰基　広報・雑誌・記録委員長
　ロータリー雑誌の件

1.訃報
2.小峰則明様入会式

ホームクラブ出席率100％ 

小山会員・宮本会員・鈴木会員←

安本会員・武藤会員・望月会員
　三野会員・名古会員・野口会員
　西尾会員・島田会員・松中会員　

↓

福嶋会員・秦　会員・増田会員
　轟　会員・山本会員・星野会員
　河口会員　

↑

小山会員・安本会員・宮本会員
　野口会員・轟　会員・島田会員　
←

メークを含む出席率　100％ 

特別賞　100％以上 

おめでとうございます



クラブ会報委員会　内田秀彰委員長

理事・役員・委員長　退任挨拶
　　　　　

　鈴木慎二郎

    会  長　

　   望月幹仁

      幹  事　

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 野口四郎　副幹事

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

西尾会員
1.鈴木丸出航おめでとうございます。
　三役・理事・役員・会員の皆様、今期宜しくお願
　い致します。
2.先日は森野さん、河口さん、ご馳走様でした。
3.山本さんにもご馳走になりありがとうございました。

名古会員
　今年も一年宜しくお願いします。

河口会員
　会長はじめ三役の皆様、今期一年間宜しお願い致し
　ます。

伊藤恒満会員
1.皆様、一年間宜しくお願いします。
2.森野さん、河口さん昨日はありがとうございました。
3.小峰さん、入会おめでとうごさいます。

伊藤秀司会員
　新年度スタート。新役員の皆様、一年間宜しく御願
　いします。
　小峰さん、ご入会おめでとうございます。
　末長く宜しくお願いします。

小枝会員
　内田さん、元気で良かったです。
　新しい役員の方、宜しくお願いします。

増田洋一会員
　今年度も宜しくお願い致します。

鈴木会員
　会員の皆様、一年間宜しくお願い致します。
　御幡さん、内田さん、お帰りなさい。
　小峰さん、これから宜しくお願い申し上げます。

望月会員
　一年間、宜しくお願い致します。

野口会員
　鈴木会長の就任を祝って。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

島田会員
1.鈴木会長はじめ三役、役員の皆様、今期は宜しく
　お願い致します。
2.孫さんいらっしゃいませ。会員の皆様と少しずつ
　でもコミュニケーションを取って下さい。
3.小峰さん、宜しくお願い致します。

御幡会員
　新年度鈴木会長、副会長、幹事、日大３人組。
　頑張れ！！

増田敏雄会員
1.鈴木丸の出航を慎んでお祝い申し上げます。
　望月航海長のご活躍と茶谷副船長の名ナビゲー
　ションを期待しております。
2.小峰さん、ご入会おめでとうございます。
　末長く宜しくお願い致します。

内田会員
　皆様、色々とご心配お掛けしました。
　ありがとうございました。
　これからも宜しくお願いします。

秦会員
　鈴木年度のスタートです。役員の方々一年間会長
　を盛り立てて頑張って下さい。
　特に健康に留意して下さい。

武藤会員
　鈴木会長、茶谷副会長、望月幹事、一年間宜しく
　お願い致します。

森野会員
1.鈴木年度、一年間宜しくお願いします。
2.昨晩は河口さん、伊藤(恒)さん、お疲れ様でした
　＆西尾さん、お世話様でした。

小山会員
　いよいよ鈴木丸の出航ですね。役員・理事・各委
　員長の皆様、今期も宜しくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　各委員会におかれましてはいずれもその委員会活動の意義に照らし合わせて事業の推進をお願
い致します。ロータリークラブの委員会全てにおいてそれぞれが重要な意義をもっております。どうぞ宜しくお願い申
し上げます。また次に揚げる事項については新規の取り組みとして新たにご協力をお願いする事となりますので会員
各位の更なるご協力を改めてお願い申し上げます。
まず震災支援についてです。昨年より始まりました被災地への支援事業を当クラブとして今後、どのように取り組んで
いくかを皆さんと共に考えて行きたいと思います。先般の被災地視察研修で我々はテレビ・新聞を通してではなく、自
らの体で震災を捉える事が出来たのではないでしょうか。支援の形・方法等簡単には答えは出せませんが、常に思い
続ける事、繋がり続ける事を心がけて行きたいと思います。その中から可能と思われる支援が双方で一致した時、しっ
かりと実働していきたいと思います。
クラブホームページについては現在、刷新中です。今後クラブの所持連絡、会報などを網羅し事務処理等のスリム化
等を図ってまいりたいと存じます。
ＩＴ推進・会報委員会におかれましては今後、ホームページ運営にあたり更なるご協力をお願い申し上げます。また大
変、厚かましい事ではございますが、ＩＴに明るい会員におかれましてもお知恵を拝借させて頂きたいと思っておりま
すので宜しくお願い申し上げます。
川崎南ライオンズクラブとの合同例会につきましては今年度も引き続き継続して参ります。可能なことであれば今後、
合同の奉仕事業ができないかを模索して参りたいと存じます。
また地区役員の皆様におかれましては地区の活動や情勢等を各会員に知らしめて頂き、近くて遠いクラブと地区との
距離を1歩でも2歩でも縮めてもらいたいと思います。理解を深める事でよりロータリーへの理解が深まるものと確信して
おります。どうぞお力添えの程、宜しくお願い申し上げます。

三役退任挨拶

会長挨拶

東日本大震災義援金　 3,000　円

　　　累計金額 　　　3,000　円

本日のニコニコ　　　31,000　円

　　　累計金額  　　31,000　円
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