
★司会　齋藤保則 副SAA
点鐘　三野公一 会長★
ロータリーソング★

「それでこそロータリー」
 ソングリーダー　中條藝立 会員

●川崎百合丘ＲＣ
 11/13（火）→10（土）変更　地区大会に参加
 11/27（火）夜間例会　点鐘18：00
●川崎西ＲＣ
 11/23（金）休会（祝日休会）
 11/8 （木）→11/10（土）移動例会地区大会へ参加
●川崎南ＲＣ
 11/13（火）職場訪問移動例会　東横システム(株)
 11/20（火）祝日週による休会
 12/18（火）年忘れ家族例会　日航ホテル18：30
 12/25（火）祝日週による休会
●川崎大師ＲＣ
 11/7（水）→10日（土）に変更　地区大会へ参加
 11/21（水）→19（月）に変更
　　　　　　　　　　　３クラブ合同親睦夜間例会
●川崎中央ＲＣ
 11/5（月）休会　定款細則により
 （11/2.3.4市民祭り参加）
 11/12（月）→10（土）に変更　地区大会に参加
 11/19（月）３クラブ合同親睦夜間例会
　　　　　　　　　点鐘　18：30　日航ホテル

◎11月 1日（木）「会員卓話」
　　　　　　　　　　　秦会員・伊藤(恒)会員・茶谷会員

◎11月 8日（木）⇒10日（土）地区大会に参加
　　　　　　　　　　　現地集合 :11：30 
　　　　　　　　　　　場所：パシフィコ横浜会議センター
　　　　　　　　　　　※現地にて例会あります

◎11月15日（木）「外部卓話」　湯澤　剛氏
　　　　　　　　演題：朝の来ない夜はない
　　　　　　　　　　　　あきらめなければ必ず道は拓ける
　　　　　　　　　　　　～負債４０憶円からの挑戦～

〇ありません

　　　　

　　

　　

■小山宏明会員
　 ご挨拶及び御礼

■小枝義夫　拡大増強委員長
①10月23日（火）日本酒を楽しむ会
　 の御礼。ご参加いただいた皆様、
　 有難うございました。
②11月8日（木）ゴルフ大会のお知らせ
　 米原ゴルフ倶楽部　8：30スタート
■野口四郎　社会奉仕担当委員
　   地区から献血キャンぺーンのお知らせ。
　 献血へのご協力依頼
■飯塚正良様
　 川崎出身力士 新十両昇進記念祝賀会のご案内

　 　

　　

1.2019-20年度の地区役員としての委嘱状が届いてお
 りますのでご報告申し上げます。
　・地区幹事　
　  　 鈴木慎二郎　会員

　・地区財務委員長
　 　  小山宏明　会員

2.11/25(日)ロータリーリーダー研修会(ﾊﾟｰﾄⅢ)が開催
 されます。
　場所：聖光学院中学校高等学校時間：8：30～16：30
　参加予定：福嶋会員・林会員、よろしくお願いします。
　※参加希望者がおりましたら、林幹事までご連絡お
　　 願いします。
3.その他
①先週の総持寺移動例会に参加いただきた皆様、有
 難うございます。
②川崎区少年野球連盟から学童野球大会のお知らせ
 が届いております。
　・川崎マリーンＲＣ主催　川崎マリーン旗学童野球秋
  季大会　場所：宮前小学校
  開会式：11/25(日)　8：00～
  閉会式：12/2(日)決勝戦　13：30頃～
　・川崎区学童軟式野球(新人戦)場所：大師少年球場
  開会式：11/ 4(日)  8：00～
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TO BE INSPIRATION

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

今 後 の 予 定

委 員 会 報 告

ビ ジ タ ー 紹 介 伊藤秀司
親睦活動担当員

会員数

(敬称略)

本　日

前々回

前々回
メーク
アップ

出席率
該当者

出席者 欠席者 出席率
メーク
アップ

ホームクラブ

出席率

前回修正

　出　席　報　告 小峰則明
出席担当委員

34

34

32 24 75.00

31 24 77.42   2

   8

   7 83.87

会　長　報　告 三野公一 会長

　　　　ゲ  ス  ト  紹  介 三野公一 会長 

〇ありません 

松中秀司・安本好勝

〇野口 新二　様（川崎中央ＲＣ）

1.例会変更のお知らせ

林　伸彦　幹事幹　事　報　告



ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 内田秀彰　副会長

★本日はメイクアップにまいりました。
　宜しくお願いいたします。
　川崎中央ロータリークラブ　野口新二様

　　

クラブ会報担当：増田敏雄委員長

ご参加いただいた皆さま
　　　　　　ありがとうございました

◆  小山会員
　本日より舞い戻って参りました。
 その際には皆様にご迷惑とご心配をお掛け致しまして申
 し 訳ありませんでした。
◆伊藤(秀)会員
　 皆様、ご無沙汰しておりました。
 本日は少しだけスキマができたので参加しました。
 2月10日まで多忙を極めますが出られる時は参加します。
◆野口会員
　 小山さん、今日から出席嬉しいニュースです。
◆島田会員
   先日の７クラブゴルフコンペでは久しぶりに好成績のスコ
 アーが出て２位になりました。
 間違いが起こるものですね。
◆福嶋会員
　 伊香保の湯、友を偲んで13回忌。
　 一句読んでください。
◆轟会員
 川崎中央ＲＣ野口様、ようこそ。マリーン例会を堪能してく
 ださい。福嶋さん、卓話よろしく。
◆島田会員
 小山さん、復帰おめでとうございます。
 野口さん、いらっしゃいませ。マリーンの例会を楽しんでく
 ださい。
◆山﨑会員
 日本酒の会、クラブ運営委員会に参加した皆様、御苦労
 様でした。２日間飲み過ぎてしまいました。
 小山さん、おかえりなさい。これからまたご指導宜しくお願
 いします。
◆小枝会員
 先日の日本酒を楽しむ会に参加下さった皆様、有難うご
 ざいます。今後、拡大増強に向け宜しくお願い致します。
◆中條会員
 先日は三野会長はじめ、福嶋様、島田様、林様お世話に
 なりました。有難うございます。
◆秦会員
 ２３日日本酒の会は楽しい一刻でした。
 小山さん、出席するのをまっていました。元気そうで安心
 し ました。 
◆河口会員
 福嶋Ｒ財団担当委員、轟ガバナーエレクト、本日の卓話
 宜 しくお願い致します。
◆鈴木会員
 小山さん、おかえりなさい。これから体に気を付けて馬車
 馬のように働いてください。
 皆様、道路に落ちている結束バンドには気を付けましょう。
◆増田(敏)会員
 総持寺事件では、ご心配をお掛けしました。
 午前中無事 検査を受けて、予定が空きましたのでラフな
 格 好で失礼します。
◆三野会員
 小山会員、出席できるようになりおめでとう！

本 日 の 卓 話

本日のニコニコ　　 ３４,000円

　　　累計金額 　 3６８,000円

　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　  

福嶋　安行

ロータリー財団担当委員

『ロータリー財団担当委員卓話』・

　　　　　　　　　　『ガバナーエレクト卓話』

轟　淳 次

国際ロータリー 第2590地区

ガバナーエレクト

秋の夜⻑にぴったりな⽇本酒と美味しい料理を囲みな
がら楽しい⼀時を過ごしました。
講師には(株)⽉の井酒造店の代表坂本⽒をお招きし、
⽇本酒造りの⼯程、利き酒など会場は盛り上がりました。

    10月23日(火)日本酒を楽しむ会

坂本敬子 profile

株式会社⽉の井
酒造店7代⽬蔵元。 
ご主⼈が亡くなっ
た後を継いで
2004年7代⽬蔵元
になりました。
有機のお酒、和の
⽉を発売。 その酒
の誕⽣ストーリー
がフジテレビにて
ドラマ化される。

著書さいごの約束
⽂藝春秋より


