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清水 宏明ＳＡＡ
横山 俊夫会長
「奉仕の理想」
ソングリーダー 須山 文夫会員
エレクトーン生演奏 陽子サマービル様

本日のゲストのご紹介
横山 俊夫会長
国際ロータリー第2590地区 ガバナー
露木 雄二様(横浜瀬谷RC)
第１グループガバナー補佐 山本 浩司様(新川崎RC）
地区ＧＳＥ委員 覚正 欣一様(川崎南RC)
第9350地区ＧＳＥチーム 団長 Biesman-Simons様
Anine-Pheiffer様
Bhavini Bawjee様
Guy vander Walt様
Krishna Naidoo様
2012～2013派遣団員 滋野 直子様（新横浜RC推薦）
米山及び財団の寄付目録

平成24年10月17日

－晴れ－

来訪ロータリアンのご紹介
飯塚 元明親睦委員長
川崎中央ＲＣ 中村 紀美子様
（ＧＳＥのホストファミリー）
会長報告
横山 俊夫会長
・10月12日 地区ディナーパーティーが行われました。
（新横浜国際ホテルにて）当クラブより14名の参加があ
りました。
来年度市川ガバナー年度では当クラブが担当します。
・11月5日（月）３クラブ合同夜間移動例会があります。
（出欠確認回覧）
ソロとグループのカラオケ大会があり、当クラブも参
加します。
幹事報告
矢野 清久幹事
・野球部全国大会にあたり、「頑張れ募金箱」をお回し
しますので、ご協力をお願いします。
・例会終了後 集合写真撮影があります。

贈呈
スマイルレポート（ニコニコボックス）
小林

勇次副会長

横浜瀬谷ＲＣ
ガバナー 露木 雄二様
本日は公式訪問の為に参りました。一年間宜しくお願
い申し上げます。
第2590地区第１グループ ガバナー補佐 山本 浩司様
本日は露木ガバナー訪問による公式訪問に参りました。
前回は誕生日プレゼントを有難うございました。
川崎中央ＲＣ 中村 紀美子様
ＧＳＥの方達と訪問させて頂きました。
ＧＳＥとバナー交換
中村 眞治会員
1.ガバナーをお迎えして
2.地区ＧＳＥチームと一緒です。ヨロシクお願い致しま
す。
安藤 賢一会員
欠席が続いて申し訳ありません。業界でロータリーの心
（精神）を広めています。
宮山 光男会員
露木ガバナーをお迎えして。
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竹田 正和会員
・露木ガバナーようこそ!!
・ＧＳＥ、南アフリカよりようこそ!!
・中村紀美子さん（ホストファミリー）お疲れ様です。
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卓話
ガバナー

露木

雄二様（横浜瀬谷ＲＣ）

横山 俊夫会長
露木雄二ガバナー、本日は宜しくお願い致します。
矢野 清久会員
①露木ガバナー本日は宜しくお願い致します。
②先日の剣道大会では、石川さん・小林さん・澤口さん
大変お世話になりました。お蔭様で息子が小学校２年生
の部で優勝しました。親バカは涙・涙の一日でした。
小林 勇次会員
・露木ガバナー本日は宜しくお願い致します。
・矢野幹事、先日の剣道大会、選手の息子より緊張して
ましたよ。優勝おめでとうございます。
本日のニコニコのテーマ
露木ガバナーようこそ川崎大師へ
本日は宜しくお願い致します。
石渡 勝朗会員、岩井 茂次会員、伊藤
遠藤 悦弘会員、鈴木 幹久会員、船山
増田 昌美会員、沼田 直輝会員、飯塚
竹内 祥晴会員、嶋崎 嘉夫会員、牛山
秦
琢二会員、谷澤 幹男会員
合計
出席報告

石渡
会員数

対象者 出

佳子会員
昭三会員
元明会員
裕子会員
43,000円

勝朗出席委員長

席 欠

席

出席率

1927回

５５

４４
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１４

68.18 ％

1925回

５６

４８
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１８

62.50 ％

前々回の修正 メークアップ 3 名 修正出席率

68.75 ％

メークアップ：
野沢会員、林会員、白石会員
委員会報告
同好会委員会 白石 浩司委員長
ゴルフコンペが11月14日に姉ヶ崎カントリーで行われ
ます。4組を予定しています。（移動例会）
詳細はメールで連絡します。
卓話者のご紹介
卓話者のご紹介
山本 浩司ガバナー補佐
【略歴】
露木 雄二 ガバナー Ｓ23.2.10生
慶應義塾大学 工学研究科 修士
㈱ハミングス代表取締役
【ロータリー歴】
1989年
横浜瀬谷ＲＣ入会
2001-2002年度 会長
2002-2003年度 ロータリー財団委員長
2004-2005年度 地区ＧＳＥ派遣チーム団長
2006-2007年度 第5グループガバナー補佐
2010－2011年度 ガバナーノミニー
2011-2012年度 ガバナーエレクト
入会以来 皆出席
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卓話御礼
横山 俊夫会長
露木ガバナー有難うございました。
今年はお話にもありましたＲＩの会
長が田中作次さんという日本から3
人目として出ております。テーマが
「奉仕を通じて平和を」という事
で皆さんも既にご存じだと思いま
す。第2590地区の露木雄二ガバナ
ーは「Excite 2590」重点項目を
10項目、私もその中のいくつかを
はめさせていただき、本年度40周
年の私の年は「飛躍の大師 健康で明るく」としました。皆さんが健康で明るく集っていただければ何の問題もない、
何でも乗り越えられるという事です。良きロータリアンになるにはということで最後にお話を頂きました。時たま言
葉を聞くと「ずしっ」とくるようなところもありますけれ
日時：平成２４年１０月３１日(水)は通常例会です。
ど、基本は4つのテストです。それを基本にこれからも40
卓話者 川崎市消防局 川崎消防署
周年に向けて、また41年、50年に向けてこの大師ＲＣが楽
署長 山口高広様
しく和気藹々となるようなクラブを目指したいと思います
テーマ
「地震にそなえて」
クラブ
のでよろしくお願いします。今日は貴重な話を有難うござ
会 報
秦
琢二／竹内
祥晴／小泉 知寛
いました。
委員会
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