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●司 会  須山 文夫ＳＡＡ 
●点 鐘  渡辺 冨士夫会長 
●斉 唱  「奉仕の理想」 
      ♪増田 昌美ソングリーダー 
来訪ロータリアンの紹介   長倉 連治親睦委員長 
川崎 RC               冨田 三郎様 
会長報告            渡辺 冨士夫会長 
・第 1・2・3 グループＩＭ会計の報告がありました。 
 詳しく知りたい方は事務局にお願い致します。 
・9 月 1 日の理事会議事録をメールボックスに配布して 
 ありますのでご一読願います。 
・出席委員長より会員の方々とのメークアップを企画し

実施したいとの要望がございました。出席率を早急に

回復させるよう皆様のご協力をお願い致します。 
幹事報告             鈴木 昇二幹事 
・9 月 29 日第 4 回クラブ協議会には市川ガバナー補佐

が来訪されます。多くの会員の出席を宜しくお願い致

します。 
・10 月 13 日は川野ガバナーが公式訪問されます。 
・細谷年度の活動報告書の中でロータリー情報委員会 

報告が半分しか記載されていませんでした。 
後日、別紙にて印刷いたしますので、宜しくお願い致

します。大変申訳ございませんでした。 
・今年度の会員名簿の中で、お名前の漢字に間違えがあ

りました。大変申訳ございませんでした。 
・週報に会員の誕生日を記載していましたが、会員のか

たからの要望があり次回からはお名前のみの記載に

変更させていただきます。 

 
 
 
 
出席報告           岩﨑 寛出席委員長 

メークアップ 
鈴木 幹久会員 

メークアップ 
炭谷 博功・布野 真治・坂東 保則 

須釜 賢治・船木 幸雄・谷澤 幹男 各会員 

8 月出席順位 
333％ 牛山裕子   233％ 増田昌美 

200％ 渡辺冨士夫・鈴木昇二・武者惠吾 

167％ 横山俊夫・石渡勝朗・須山文夫 

133％ 野沢隆幸・中村眞治・細谷重徳 

竹田正和・石川庸・岩﨑寛 

    伊藤佳子・水口衛・長倉連治・坂東保則 各会員 

ホームクラブ 100％ 
船山昭三・野沢隆幸・安藤賢一・中村眞治・竹中裕彦 

増田昌美・大藪善一・竹田正和・石渡利治・渡辺冨士夫 

岩﨑寛・鈴木昇二・伊藤佳子・武者惠吾・石渡勝朗 

水口衛・須山文夫・牛山裕子・長倉連治・坂東保則・船木幸雄 

御手洗征郎 各会員 

 会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1828 回 68 59 35 24 59.32% 

1826 回 69 60 37 23 61.66% 

前々回の修正メークアップ  1名 修正出席率          63.33% 

 会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1829 回 68 60 35 25 58.33% 

1827 回 69 62 39 23 62.90% 

前々回の修正メークアップ  6名 修正出席率          72.58% 

第３８期 

会 長 渡辺 冨士夫 

副会長 竹田 正和 

    伊藤 佳子 

幹 事 鈴木 昇二 

ＳＡＡ 須山 文夫 
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例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０～ 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館 

事務局：〒210-0812 神奈川県川崎市川崎区東門前 1-15-10 カーサ石井 1F 

第１８２９回（本年度 第１０回） 例会 平成２２年９月１５日－晴－ 



川崎大師ロータリークラブ 週報 第１０号           ２０１０年０９月２２日 発行   2 頁 

 

 

Building Communities  Bridging Continents 地域を育み・大陸をつなぐ 2010-11 年度 国際ロータリー第 2590 地区 

スマイルレポート（ニコニコボックス） 
伊藤 佳子副会長 

川崎 RC 冨田 三郎様 
お世話になります。地区職業奉仕委員長の鈴木様には

大変お世話になっています。有難うございます。 
布川 二三夫会員 
 しばらく例会を休みましたので！ 
船山 昭三会員 
 妻の誕生祝いに素敵なお花を有難うございます。 
宮山 光男会員 
 先週の職場訪問、移動例会出席の皆様、ご苦労さまで

した。 
横山 俊夫会員 
 ファイヤーサイドミーティング B グループの参加の

皆さん、前向きなお話有難うございました。 
水口 衛会員 
 先週の職場訪問及び移動例会、担当理事の方お疲れさ

までした。また、参加された会員の皆様お疲れさまで

した。 
飯塚 元明会員 
 鈴木幹久様、来社有難うございました。 
ファイヤーサイド A グループ 
 ローターアクトの地区代表になられた中村さんの支

援する為の活動資金が昨日のファイヤーサイド A グ

ループの皆様からニコニコを戴きました。 
渡辺 冨士夫会長 
 大変暑い夏でした。9 月中旬になり、大分過ごしやす

くなりました。体調に気をつけて。 
鈴木 昇二幹事 
 やっと酷暑も通り過ぎ涼しい日となりました。又、政

治でも民主党の代表も決まりました。菅直人さん、暮

らしやすい日本づくり期待しています。 
伊藤 佳子副会長 
 先週の移動例会ステキナ音楽会皆様の芸達者なのに

感激しました。 
本日のニコニコのテーマ 
草野球同好会の皆様、市民大会 3 回戦突破めざせ‼ 
中村 眞治・牛山 裕子・岩﨑 寛 

御手洗 征郎・船木 幸雄・横山 俊夫 
石川 庸・武者 惠吾・坂東 保則 
石渡 勝朗・長倉 連治・炭谷 博功 各会員 

合計 70,000 円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 月度の出席報告表は、次回週報に記載いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次回 9 月 29 日（水）通常例会 
第 4 回クラブ協議会 

第１グループガバナー補佐 
川崎ＲＣ 市川 緋佐麿様 訪問 

 
クラブ会報委員会 

村石 庄作・水口 衛・秦 琢二 


