
★司会　西尾　猛 SAA
点鐘　三野公一 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　中條藝立 会員

　

　　　　

1.例会変更のお知らせ
2.次週１２日、第１回目理事会があります

〇川崎南ＲＣ
 7/ 31（火）夜間移動例会
　　　　　 　　　　　横浜中華街「萬珍楼」18：30
 8/14（火） 休会
 8/28（火） 休会

〇川崎大師ＲＣ 
 7/25（水）暑気払い移動例会　「食道園」

◎7月12日（木）「理事役員・委員長就任挨拶」

◎7月19日（木）「ガバナー公式訪問」
　　　　　　　　　　国際ロータリー 第2590地区
　　　　　　　　　　ガバナー　金子　大 様

◎7月26日（木) 「会員卓話」　
　　　　　　　　　　山﨑会員・増田会員・齋藤会員

〇ありません

　　　　

　　

　　

伝達式＆前三役功労表彰

〇ありません 　 　

　　

1.奥山ガバナー補佐をお迎えしまして「クラブ協議会」
 を開催いたしますので、時間のある会員は特別会議室
 へお越しください。
2.各クラブ表敬訪問ご報告
　 7/2川崎中央ＲＣ、7/3川崎南ＲＣ、7/4川崎大師ＲＣ・
 新川崎ＲＣに行って参りました。
　 7/6川崎幸ＲＣ、8/2川崎ＲＣにお伺いいたします。
 友好クラブ富津シティＲＣは7/18を予定しております。
  次週、12日は当クラブに富津ｼﾃｨＲＣ、第１グループ
 の会長幹事様が表敬訪問にお越しになります。
3.7/9（月）ソシア15：00～18：00「拡大増強セミナー」
 開催します。参加者：小枝委員長、三野会長が参加
 いたします。
4.7/19（木）「クラブ基盤管理委員会part1」を開催します。
 場所　横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ　５Ｆ
 時間　15：00～18：00
　参加者：戦略計画（福嶋委員長）、広報（小枝委員長)
 が参加いたします。
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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 山﨑美津夫
親睦活動委員長
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会　長　報　告 三野公一 会長

小枝直前会長より、2018-19年度三野会長

へ木槌の引き継きと新三役へバッチを贈

呈しました。三野会長からは、直前三役の

方々へ感謝状をお贈りいたしました。

増田敏雄　・　齋藤保則　・　島田精二　・　安本好勝

林　伸彦　幹事幹　事　報　告

　　　　ゲ  ス  ト  紹  介 三野公一 会長 

〇ありません

〇特別ビジター
　 国際ロータリー 第2590地区 
　 第１グループ
　 ガバナー補佐　奥山 繁樹　様

〇ロータリー米山奨学生
　　アナック アグン ケント アリット君
　　7月の奨学金授与



ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 内田秀彰　副会長

★クラブ協議会でお邪魔しました。本日は宜しくお願い
　 致します。国際ロータリー第2590地区 第１グループ
　 ガバナー補佐　奥山 繁樹 様

　　

クラブ会報担当：増田敏雄委員長

◆宮本会員
 三野丸出航おめでとうございます。
◆  小峰会員
  ご無沙汰しております。心機一転．．．
◆御幡会員
　 三野会長、林幹事、内田副会長、各委員長頑張ってく ださい。
◆伊藤会員
    皆様、一年間宜しくお願い致します。
◆野口会員
  無事に戻れました。
◆福嶋会員
 1.奥山ガバナー補佐の来訪をお持ちしておりました。
 2.三野新会長の船出を心から祝おう。
◆増田(敏)会員
 三野丸の出向をお祝い申し上げます。内田航海長、林 機関
 長の奮闘に敬意を表し、三野丸の洋々たる前途 にお慶び申
 し上げます。
◆秦会員
 いよいよ三野さんのお出ましです。軽い身のこなしで 一年 泳
 ぎ切ってください。
 奥山様、本日はお忙しいところ宜しくお願いします。
◆麦島会員
 三野会長・林幹事・内田副会長おめでとうございます。
◆山本会員
 ガバナー補佐奥山様、今後ともご指導宜しくお願い致 します。
 三野会長、体に気を付けて頑張ってください。
◆伊藤(秀)会員
 新三野年度の出航。いちクルーとして頑張ります。
◆西尾会員
 三野年度の出港おめでとうございます。 会員の皆様、今期も
 宜しくお願い致します。
◆轟会員
 1.三野丸の出港を祝って！
 2.奥山ガバナー補佐の来訪を祝い、よろしくご指導の程をお願
 い申し上げます。
◆鈴木会員
　 奥山第１グループＡＧようこそおいで下さいました。御 指導の
 程、宜しくお願い申し上げます。
 トロント国際大会参加の皆様、大変お世話になりました。
 楽しい研修旅行でした。
◆島田会員
 三野会長をはじめ、理事役員の皆様、今年度宜しくお 願い致
 します。奥山ガバナー補佐、我がクラブへようこ そいらっしゃ
 いました。
◆小枝会員
 奥山ガバナー補佐、本日はようこそマリーン例会にお いで下
 さいました。ご指導宜しくお願いいたします。
 三野会長はじめ、林幹事、内田副会長、一年間宜しくお 願い
 します。
◆松中会員
 奥山ガバナー補佐、宜しくご指導の程お願いします。
 三野会長はじめ三役の皆様、宜しくお願いします。
◆河口会員
  三野会長、一年間宜しくお願いします。
 奥山ガバナー補佐様、本日は宜しくお願い致します。
◆小山会員
  三野丸出航おめでとうございます。
 後悔のない航海をお願いいたします。
◆山﨑会員
 今週の日曜日から高校野球が開幕します。開幕戦で母校大
 師は日大と対戦します。応援よろしくお願いします。
 三野年度のスタート、頑張ってください。
◆中條会員
 先週、左目チューブ挿入手術無事に出来てうれしいです。
◆三野会員
 奥山繁樹第１ぐるーぷガバナー補佐ご来訪有難うございます。
 本日のクラブ協議会宜しくお願い申し上げます。
◆林会員
 一年間宜しくお願いします。
◆内田会員
 一年間宜しくお願いします。

本 日 の 卓 話

　会　長　三野公一　

　副会長　内田秀彰

　幹　事　林　伸彦

「三役就任挨拶」

「クラブ訪問スピーチ」

「クラブ協議会」　特別会議室 13:35～14 :45

２０１8-１9年度
国際ロータリー第２５９０地区
第１グループガバナー補佐

奥 山 茂 樹　様

議長　三野 公一　会長
司会　林　伸 彦　幹事　
議題
〇開会宣言　　　　　　　　　　   林　 伸彦　幹事
〇会長挨拶　　　　　　　　　　　   三野公一　会長
〇ガバナー補佐挨拶　　　　　   奥山 繁樹
     ガバナー補佐
〇クラブ管理運営委員会計画  内田秀彰委員長
〇会計計画   宮本欣淳委員長
〇会場監督計画（S.A.A.)   西尾　 猛委員長
〇拡大増強委員会計画   小枝義夫委員長
〇教育研修・広報・雑誌委員会計画 小枝義夫委員長
〇奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会計画   河口武生委員長
〇ﾛｰﾀﾘｰ財団・米山支援委員会計画 福嶋安行委員長
〇戦略計画委員会計画   福嶋安行委員長
〇ガバナー補佐 講評及び総括　　　　 奥山繁樹
     ガバナー補佐
〇閉会宣言　　　　　　　　　　　　　  林　 伸彦　幹事

本日のニコニコ　　 52,000円

　　　累計金額 　　52,000円


