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●司 会  須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫ＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡ 

●●●●点 鐘  渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長    

●斉 唱  「奉仕の理想」 

      ♪♪♪♪増田増田増田増田    昌美昌美昌美昌美ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー 

本日本日本日本日ののののゲストゲストゲストゲスト紹介紹介紹介紹介        渡辺渡辺渡辺渡辺    冨冨冨冨士夫会長士夫会長士夫会長士夫会長    

第第第第 2590259025902590 地区地区地区地区    第第第第 1111 グループガグループガグループガグループガバナーバナーバナーバナー補佐補佐補佐補佐    

(川崎ＲＣ) 市川 緋佐麿様    

米山奨学生米山奨学生米山奨学生米山奨学生              喬 禹翔君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来訪来訪来訪来訪ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンのののの紹介紹介紹介紹介            長倉長倉長倉長倉    連治親睦委員長連治親睦委員長連治親睦委員長連治親睦委員長    

川崎 RC                山本 浩文様 

                                                                                                                                小口 和久様 

川崎中央 RC                         中村紀美子様 

    

    

    

    

    

    

会長報告会長報告会長報告会長報告            渡辺渡辺渡辺渡辺    冨冨冨冨士夫会長士夫会長士夫会長士夫会長    

・社会福祉法人神奈川県共同募金協会より、「赤い羽根

募金」のお願いがきております。皆様のご協力をお願

い致します。 

・川崎南ロータリークラブより例会卓話のご案内がきて

おります。回覧いたしますので参加希望の方はご連絡

下さい。 

幹事幹事幹事幹事報告報告報告報告             鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二幹事昇二幹事昇二幹事昇二幹事    

・渡辺年度ゴルフ大会に参加された方々より、ニコニコ

を 16,000円いただきましたことをご報告致します。 

ありがとうございました。 

・増強の名寄せリスト締切間近です。再度ご検討してい

ただき事務局までお願い致します。 

出席報告出席報告出席報告出席報告           岩岩岩岩﨑﨑﨑﨑    寛出席委員長寛出席委員長寛出席委員長寛出席委員長 

メークアップメークアップメークアップメークアップ    

林鶴・安藤賢一・嶋崎嘉夫・後迫太・大藪善一 

竹田正和・矢野清久・岩井茂次・中山周二・秦琢二 

小林勇次・谷澤幹男 各会員 

☆ 出席委員長より ☆ 

10月11月のメークアップ予定表をメールボックスに配

布してあります。ホームクラブの例会に出席の出来ない

会員の方で参加希望の方は事務局または、岩﨑までご連

絡を下さい。

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1831 回 68 60 34 26 56.66% 

1829 回 68 60 34 26 56.66% 

前々回の修正メークアップ  12名 修正出席率          76.66% 

第第第第３８３８３８３８期期期期    

会会会会    長長長長    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    

副会長副会長副会長副会長    竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    

                伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    

幹幹幹幹    事事事事    鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    

ＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡ    須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫    
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例会日例会日例会日例会日：：：：毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日    ＰＭＰＭＰＭＰＭ１２１２１２１２：：：：３０３０３０３０～～～～    

例会場例会場例会場例会場：：：：大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館    

事務局事務局事務局事務局：〒：〒：〒：〒210210210210----0812 0812 0812 0812 神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前 1111----15151515----10101010    カーサカーサカーサカーサ石井石井石井石井 1F1F1F1F 

第１８３１回（本年度 第１２回） 例会 平成２２年９月２９日－晴－ 

米山奨学金の授与を市川ガバナ

ー補佐にお願い致しました。 

一時帰国し、司法試験（中国）

を受けてきました。とても難し

く、今回合格できなくてもまた

次回挑戦できるよう準備をし

ておきます。 
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スマイルレポートスマイルレポートスマイルレポートスマイルレポート（（（（ニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックス））））    

竹田竹田竹田竹田    正和副会長正和副会長正和副会長正和副会長    

D2590D2590D2590D2590    第第第第１１１１グループガバナーグループガバナーグループガバナーグループガバナー補佐補佐補佐補佐    

川崎川崎川崎川崎 RCRCRCRC        

市川市川市川市川    緋佐麿様緋佐麿様緋佐麿様緋佐麿様    

本日はクラブ協議会に参りました。 

宜しくお願い致します。 

川崎川崎川崎川崎 RCRCRCRC        

山本山本山本山本    浩文様浩文様浩文様浩文様    

メークアップでお世話になります。 

川川川川崎中央崎中央崎中央崎中央 RCRCRCRC        

中村中村中村中村    紀美子様紀美子様紀美子様紀美子様    

清水会員この間は大変お世話になりました。 

田中田中田中田中    達治会員達治会員達治会員達治会員    

9月 7日は家内の誕生日です。 

素敵な花鉢をお届けいただき誠に有難うございます。 

又、永年川崎大師ロータリークラブでお世話になりまし

た感謝の気持ちです。 

川崎大師川崎大師川崎大師川崎大師 RCRCRCRC    ゴルフゴルフゴルフゴルフ同好会同好会同好会同好会    

船山・鈴木(幹)・荒金・大藪・布野・白石・神田・武者

船木・飯塚・渡辺・鈴木(昇)渡辺年度第 1回ゴルフコン

ペの賞金の一部をニコニコへ寄付させて頂きます。 

宮山宮山宮山宮山    光男会員光男会員光男会員光男会員    

市川ガバナー補佐をお迎えして。 

石川石川石川石川    庸会員庸会員庸会員庸会員    

市川ガバナー補佐様 

いつも大変お世話になっております。本日はご指導を宜

しくお願い致しますが増強にはお手柔らかにお願い致

します。 

久保久保久保久保    博和会員博和会員博和会員博和会員    

大変、お世話になります。 

渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長    

本日は第 1グループ市川ガバナー補佐ようこそ、お陰様

で第 1グループは会長幹事もまとまっています。 

鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二幹事昇二幹事昇二幹事昇二幹事    

市川ガバナー補佐、第 1グループ公式訪問ご苦労樣です。 

当クラブの委員会活動に温かいアドバイスをいただき

ますよう宜しくお願い致します。 

竹田竹田竹田竹田    正和副会長正和副会長正和副会長正和副会長    

市川 AGようこそ大師へ。 

本日はご指導宜しくお願いします。そして昨日はお世話

になりました。 

本日本日本日本日ののののニコニコニコニコニコニコニコニコののののテーマテーマテーマテーマ    

‘‘‘‘市川市川市川市川ガバナーガバナーガバナーガバナー補佐補佐補佐補佐    今日今日今日今日はははは、、、、宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします’’’’    

布野真治会員・秦琢二会員・神田正彦会員・島岡榮基会員 

増田昌美会員・水口衛会員・船山昭三会員・石渡勝朗会員 

小林勇次会員・寺尾巌会員・野沢隆幸会員・大藪善一会員 

牛山裕子会員・鈴木幹久会員 

合計 ¥103,000円 

委員会報告 

国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会                                        水口水口水口水口    衛委員長衛委員長衛委員長衛委員長    

・米山梅吉記念館への募金は 8,400円でした。 

有難うございました。 

・米山奨学活動で 10 月 17 日米山梅吉記念館へ訪問い

たします。喬君が参加することで申し込みを行ないま

した。 

出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会                                                    岩﨑岩﨑岩﨑岩﨑    寛委員長寛委員長寛委員長寛委員長    

・10月 11月各 3回のメークアップを企画させていただ

きました。場所等に関しては、メールボックスに入れ

てありますので参加希望の方は 1 週間前までに事務

局へお願いします。 

指名委員会指名委員会指名委員会指名委員会                                                宮山宮山宮山宮山    光男委員長光男委員長光男委員長光男委員長    

・10 月中に指名委員会を開催いたしますので指名委員

の方はお忙しいとは思いますが日程調節を宜しくお

願い致します。 

地区地区地区地区GSEGSEGSEGSE委員会委員会委員会委員会                                        中村中村中村中村    眞治会員眞治会員眞治会員眞治会員    

・10 月 8 日（金）18 時 30 分より【恵の本】にて来日

されたメンバーとの交流会を行ないたいと思います

のでご参加の程、宜しくお願い致します。 

 

次回例会 

平成 22年 10月 13日（水） 

 

第第第第 2590259025902590 地区地区地区地区    川野正久川野正久川野正久川野正久ガバナーガバナーガバナーガバナー    公式訪問公式訪問公式訪問公式訪問    

 

クラブ会報委員会：村石庄作・水口衛・秦琢二 


