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「我らの生業」「四つのテスト」

●川崎北ＲＣ
  9/19（水） 親睦一泊例会　箱根湯本「ホテル河鹿荘」
 10/31（水）休会　定款祝日の週
　　　 11/14→10（土）に変更　地区大会参加
 12/19（水）年忘れ家族会 
 12/26（水）休会　定款祝日の週
●川崎大師ＲＣ
 9/19（水） 休会　定款祝日の週
●川崎中央ＲＣ
 9/17（月） 休会　祝日
 9/24（月） 休会　振替祝日
 10/8（月） 休会　祝日
 10/15（月） 1500回記念夜間移動例会

◎9月20日（木）「地区運営について」
　　　　　　　　　　　鈴木慎二郎会員　　　　　　　　　 
◎9月27日（木）「外部卓話」富津市長 高橋 恭市 様
◎10月4日（木）「定時制高校振興会学生卓話」　　　　　　　　　　

〇ありません

　　　　

　　

　　

〇河口武生　奉仕プロジェクト委員長
　 9月16日地区補助金プロジェクト贈呈式開催
　 14：30～　大師少年野球場※雨天順延
〇山﨑美津夫　親睦活動担当委員
　 8.9月の誕生会
　　

　 　

　　

1.ゲスト・ビジター等のご来客が多い際の対応等につい
 てクラブ管理運営委員の皆様、委員会以外の会員で
 手が空いている方、ご協力を宜しく お願いします。
2.マルチプルポールハリスフェロー第3段階の表彰。
　 増田敏雄会員（写真掲載右枠）
3.本日、地区大会のご案内を皆様に配布しました。
　 次年度ホストクラブとして、地区大会の運営を執り行
 います。今年は参考のためにも両日御出席いただき、
 実際の様子をご覧になっていただきたいと思います。
 お忙しいとは思いますが、ご出席のお願い致します。
4.地区大会芸術祭の作品出展のお願い
　 参加希望の方につきましては、本日お配りしました申
 込用紙からお申込みください。
5.本日、米山委員長会議がございます。
 15：00～　ソシア21安本米山奨学事業担当委員、宜
 しくお願い致します。
6.9/18（火）地区大会実行委員会が開催いたします。
　コ・ホスト会長として三野会長が参加いたします。
7.その他
①9/9（日）ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研修会に、三役・福嶋会
 長エレクトが参加しました。有難うございました
②9/8（土）水辺の楽校「ハゼ釣り大会」に御幡会員が参
 加しました。有難うございました。　　　　　
③9/16（日）地区補助金プロジェクト「川崎区学童野球
 連盟に対する支援」で『放送設備』と『横断幕』の贈呈
 式を行います。集合：14：00　　贈呈式：14：30
　 ※マリーンの白いブルゾンをご持参ください！！　　　
④本日「第4回理事会の議事録」を配布しました。
　 議事録2項、西日本豪雨の災害について、皆様から
 ご協力いただいた大切な義援金を2710地区へお送
 りいたしました。最近、異常気象による自然災害が増
 えております。皆様に改めてお願いです。
 ニコニコの1/3が義援金財源となりますので、是非ご
 協力を宜しくお願い致します。
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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 増田(洋)
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

31 24 77.42

31 24 77.42   2

   7

   7 83.87

会　長　報　告 三野公一 会長

マルチプルポールハリス
フェロー表彰　第3段階

増田敏雄会員
三野会長よりﾊﾞｯｼﾞの授与

　　　　ゲ  ス  ト  紹  介 三野公一 会長 

内田秀彰 ・ 麦島　建 

〇ありません

〇ありません

1.例会変更のお知らせ
2.今後予定について関係各位、宜しくお願い致します。
 〇9/22：水辺の楽校「ハゼ釣り大会」開催 13-15時
 〇9/27：富津市長　高橋恭市氏の卓話
 〇9/27：ﾛｰﾀﾘｰ財団セミナー開催  15-18時　ソシア21　　　　
 〇10/4：米山ｶｳﾝｾﾗｰ研修会開催  15-17時　ソシア21
 〇10/9：ｸﾗﾌﾞ奉仕部門委員長会議 15-17時　ソシア21

林　伸彦　幹事幹　事　報　告

　
　

　　　

　　

　　

　

　
　　

　　

８・９月のお誕生会

 

８月
内田秀彰
望月幹仁
三野公一
宮本欣淳
轟　 淳次
小枝義夫

 

9月
林　伸彦
秦　明
伊藤秀司
鈴木慎二郎



ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 内田秀彰　副会長

鈴木慎二郎
ﾛｰﾀﾘｰ
教育・研修
担当委員

小枝義夫
教育・研修
広報委員長

増田敏雄
Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾘｰﾀﾞｰ

齋藤保則
Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾘｰﾀﾞｰ

　　

クラブ会報担当：増田敏雄委員長

福嶋会員・増田(敏)会員・増田(洋)会員・西尾会員・野口会員
齋藤会員・鈴木会員・轟会員・山本会員・三野会長・内田副会長
林幹事・河口奉仕プロジェクト委員長

◆  野口会員
  本日もよろしく。
◆増田敏雄会員
　 本日、クラブフォーラムですね。
 皆様のご意見でクラブが益々活性化すると良いですね。
◆小枝会員
　 本日のクラブフォーラム皆さん宜しくお願いします。
◆山本会員
   ファイヤーサイドミーティング参加の皆様、大変ご苦労様
 でした。今日の報告楽しみです。
◆山﨑会員
 昨日、クラブ管理運営委員会の会合にお集まりの皆様、
 ご苦労様でした。いろいろな意見を聞けて大変参考にな
 りました。
◆秦会員
 昨日の集会に参加の皆様、お疲れ様でした。
◆河口会員
 本日のクラブフォーラム宜しくお願いいたします。
◆中條会員
 涼しくなりました。
 昨夜は山﨑様ご来店誠に有難うございます。
◆轟会員
　 やっと涼しくなりました。体調には良いですね。
◆鈴木会員
 家内にお花をいただきました。家の中が明るくなりました。
 有難うございます。
◆安本会員
 本日もよろしく！
◆福嶋会員
 ここに来て朝・夕肌に冷気を感じる時候となりました。
 風邪をひかぬよう注意してください。
◆三野会員
 本日初めて例会前に食事が出来ました。

本 日 の 卓 話

本日のニコニコ　　 16,000円

　　　累計金額 　 267,500円

地区補助金プロジェクト贈呈式

9月8日(土)だいし水辺の楽校

～9月17日 川崎区学童野球連盟支援～

～ハゼ釣り教室～

　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　  
学童野球連盟が使用している大師少年野球場の音響及
び放送設備、連盟旗など経年劣化による不具合のため、
ｽﾎﾟｰﾂ環境の整備として備品を寄贈させていただきました。
少年野球を通じ、青少年の健全な育成と体力増進を図る
目的として、貢献出
来きました。試合が
雨の為、順延となり
贈呈式が
16日⇒17日に変更
となりましたが、お忙
しい中多数ご参加い
ただいた皆様、誠に
有難うございました。

　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　  
ハゼ釣り教室が開催され、近隣の親子連れの方々が
多数参加しました。釣ってきたハ
ゼのざばき方を教わり、私達がい
つも食べているものには命があり
その命をいただいていることを体
験を通して子どもたちに少しでも
感じ取ってもえらた嬉しいです。

　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　  

『クラブフォーラム （全体会議） 』

　　　　　　
〇松中秀司　ロータリー雑誌担当委員
　【ロータリーの友9月号・おすすめ記事】
　P.3　 ＲＩ会長メッセージ「女性の活躍について」
　P.7　 国内の子どもの貧困対策について
　P.81 包括的こども食堂
　P.34 ロータリー米山記念奨学金基礎知識
　P.76 クラブを訪ねて「 地区能代ＲＣ」2540
　皆様、ぜひ「ロータリーの友」を読んでください

次回開催 9月22日(土)
  13-15時　「ハゼ釣り教室」 皆様ご参加下さい 


