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

●●●●黙 祷      

●点 鐘  竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    副副副副会長会長会長会長    

 本日本日本日本日はははは渡辺会長以下渡辺会長以下渡辺会長以下渡辺会長以下 3333 名名名名のののの会員会員会員会員がががが台北西門台北西門台北西門台北西門ＲＣＲＣＲＣＲＣ訪問訪問訪問訪問のののの

為為為為、、、、私竹田私竹田私竹田私竹田がががが会長代理会長代理会長代理会長代理をををを務務務務めさせていただきますめさせていただきますめさせていただきますめさせていただきます。。。。    

●斉 唱 「奉仕の理想」 

●例 会 場 の 変 更      

計画停電の影響で信徒会館より金剛閣応接室へ変更 

ごごごご連絡連絡連絡連絡    

東京電力東京電力東京電力東京電力((((株株株株))))川崎火力発電所川崎火力発電所川崎火力発電所川崎火力発電所        所長所長所長所長        高野高野高野高野    正美正美正美正美    様様様様    

福島原子力発電所福島原子力発電所福島原子力発電所福島原子力発電所のおのおのおのお詫詫詫詫びとびとびとびと節電節電節電節電にににに関関関関するするするする協力協力協力協力のおのおのおのお願願願願いいいい    

・この度の震災に於ける福島原発の事故, 

そして皆様方にはご不便、ご迷惑をお掛けし 

申し訳ございません。 

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                                    竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    副副副副会長会長会長会長    

神奈川県横浜赤十字血液神奈川県横浜赤十字血液神奈川県横浜赤十字血液神奈川県横浜赤十字血液センターセンターセンターセンター    

渉外課渉外課渉外課渉外課        石井石井石井石井    浩貴浩貴浩貴浩貴    様様様様    

・いつも川崎大師ＲＣの皆様にはご協力いただきありがと

うございます。本日は楽大師に於ける献血車の配置、 

その他打合せに参りました。 

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    連治連治連治連治    新睦委員長新睦委員長新睦委員長新睦委員長    

川崎中央川崎中央川崎中央川崎中央ＲＣＲＣＲＣＲＣ                                                    中村中村中村中村    紀美子紀美子紀美子紀美子    様様様様    

会長報告会長報告会長報告会長報告                                                    竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    副会長副会長副会長副会長    

・第 2590 地区川野ガバナーより緊急で東日本大震災災害

義援金に対する協力依頼の件で会員一人当たり 2000 円

程度寄付をお願いしたいと連絡が入っております。 

 ご協力宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

・・・・2011201120112011－－－－2012201220122012    地区委員地区委員地区委員地区委員へへへへ委嘱状委嘱状委嘱状委嘱状がががが届届届届いておりますいておりますいておりますいております。 

 ロータリーロータリーロータリーロータリー平和平和平和平和フェローシップフェローシップフェローシップフェローシップ委員委員委員委員    長倉連治長倉連治長倉連治長倉連治    会員会員会員会員    

    未来夢計画委員未来夢計画委員未来夢計画委員未来夢計画委員                                        中村眞治中村眞治中村眞治中村眞治    会員会員会員会員    

    米山学友委員米山学友委員米山学友委員米山学友委員                                            鈴木昇二鈴木昇二鈴木昇二鈴木昇二    会員会員会員会員    

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                    鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

・幹事報告は特にありませんが、今回の地震でかなり動揺

しています。このような時です、協力し合いながら頑張

りたいと思いますので皆様ご協力をお願い致します。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                                            長倉長倉長倉長倉    連治連治連治連治    新睦委員長新睦委員長新睦委員長新睦委員長    

メークアップメークアップメークアップメークアップ    

長島 亨・林 鶴・増田 昌美・石川 庸・清水 宏明 

川又 竜志郎              各 会 員 

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））））伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    副会長副会長副会長副会長    

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    紀美子紀美子紀美子紀美子    様様様様    

・息子の就任披露会に渡辺会長、鈴木幹事、寺尾さん、 

 鈴木(節)さん、布川さん、石渡(勝)さん、嶋崎さん、 

 長島さん、宮山さん、石川さん御出席下さいまして 

 ありがとうございました。 

寺尾寺尾寺尾寺尾    巌巌巌巌    会員会員会員会員    

・長島会員に大変お世話になりました。 

 

                                                                        

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1853 回 66 56 32 24 57.14% 

1851 回 66 59 37 22 62.71% 

前々回の修正メークアップ   6名 修正出席率          72.88% 

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    鈴鈴鈴鈴木木木木    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    

川川川川川川川川川川川川崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎大大大大大大大大大大大大師師師師師師師師師師師師ロロロロロロロロロロロローーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタリリリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーーーククククククククククククララララララララララララブブブブブブブブブブブブ週週週週週週週週週週週週報報報報報報報報報報報報            
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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----11115555----10101010    カーサカーサカーサカーサ石井石井石井石井 1F1F1F1F 

第１８５２回（本年度 第３３回） 例会 平成２３年 ３月１６日  －晴－ 
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野沢野沢野沢野沢    隆幸隆幸隆幸隆幸    会員会員会員会員    

・東北関東大震災に心が痛みます。 

・3月 9日京都ロータリークラブにメークアップしました 

 1925年大正 14年に創立されたクラブです。 

・家内に誕生花ありがとうございました。 

久保久保久保久保    博和博和博和博和    会員会員会員会員    

・大変な時代になりました。皆様にはお身体にご自愛 

 下さい。 

横山横山横山横山    俊夫俊夫俊夫俊夫    会員会員会員会員    

・本日の卓話は延期させていただきました。 

矢野矢野矢野矢野    清久清久清久清久    会員会員会員会員    

・何が出来るのかを考え、今日被災地にマスク 2000枚を 

 送りました。 

武者武者武者武者    惠吾惠吾惠吾惠吾    会員会員会員会員    

・本来であれば台北西門ＲＣを訪問しているところでした   

が 3 月 11 日に東日本大震災が発生した為急遽緊急援助

隊の対応をしているところです。被災地の方々には深く

お悔やみを申上げます。昨日宮城県で被災した叔母から

連絡があり避難所で無事だという知らせを聞き安堵し

ているところでもあります。まだまだこれからですが、

１人でも多くの方が無事でありますようにお祈り申し

あげます。 

高野高野高野高野    正美正美正美正美    会員会員会員会員    

・皆様には多大なご心配、ご迷惑をおかけし申し訳ありま

せん。 

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

・東日本大震災に伴う被災者の方々にお見舞い申し上げま

す。 

鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

・東日本大震災による被災地の皆様、お見舞い申し上げま

す。 

・横山ノミニー、台北西門ＲＣ訪問団が不在ですが、卓話

宜しくお願い致します。 

伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    副会長副会長副会長副会長    

・このたびの震災ただただびっくりするばかりです。 

 どうにかしたくても何の役にも立ちません。 

 ニコニコ入れるだけです。 

 

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    

‘‘‘‘横山会員横山会員横山会員横山会員、、、、卓話楽卓話楽卓話楽卓話楽しみにしていますしみにしていますしみにしていますしみにしています’’’’    

村石庄作村石庄作村石庄作村石庄作・・・・御手洗征郎御手洗征郎御手洗征郎御手洗征郎・・・・船木幸雄船木幸雄船木幸雄船木幸雄・・・・沼田直輝沼田直輝沼田直輝沼田直輝・・・・鈴木幹久鈴木幹久鈴木幹久鈴木幹久    

寺尾巌寺尾巌寺尾巌寺尾巌・・・・石渡勝朗石渡勝朗石渡勝朗石渡勝朗・・・・久保博和久保博和久保博和久保博和・・・・牛山裕子牛山裕子牛山裕子牛山裕子・・・・谷澤幹男谷澤幹男谷澤幹男谷澤幹男    

中村眞治中村眞治中村眞治中村眞治・・・・坂東保則坂東保則坂東保則坂東保則・・・・長倉連治長倉連治長倉連治長倉連治・・・・鈴木節夫鈴木節夫鈴木節夫鈴木節夫            

                                                                            各会員各会員各会員各会員    

合計合計合計合計    ¥¥¥¥ 76,000 76,000 76,000 76,000    

台北西門台北西門台北西門台北西門ＲＣＲＣＲＣＲＣとのとのとのとの姉妹姉妹姉妹姉妹クラブクラブクラブクラブ調印式調印式調印式調印式    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

クラブ会報委員会 

村石庄作 

水口 衛 

秦 琢二 


