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2016-2017年度 RI会長

ジョン F. ジャーム

3.その他
①次週は各委員長の退任挨拶ですので宜しく
お願いします。
②明日、ｱﾄﾗﾝﾀ国際大会へ出発の6名の皆様
気を付けていってらしてください。

★司会 伊藤恒満 副SAA
★点鐘 安本好勝 会長
「我らの生業」「四つのテスト」
ソングリーダー 望月幹仁 会員

特別ビジター紹介

安本好勝

会長

2017-18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
青木松枝 様

＊近隣ＲＣからのお知らせ
安本好勝

会長

【例会見学】
司法書士ひまわり事務所 馬場 大輔 様
【ロータリー米山奨学生】

ビジター紹介

陳 成姫 さん

山﨑美津夫 親睦活動委員

中村紀美子 様 （川崎中央ＲＣ）

出席報告
日

前々回
前々回
メーク
アップ

35 33 24
35 33 25

富津シティＲＣ

前回修正
ホームクラブ
欠席者 出席率 メーク
アップ 出席率

9 72.73
8 75.76 2

今後の予定

81.82
(敬称略)

安本好勝

新川崎ＲＣ

◎ 6月 15日(木) 「理事役員退任挨拶」

小山宏明 ・ 松中秀司

会長報告

●川崎とどろきＲＣ
6/12（月）休会
6/26（月）夜間移動例会 点鐘17：30
富士通川崎工場
●川崎中ＲＣ
6/20（火）夜間例会 点鐘17：30 ホテル精養軒
●川崎大師ＲＣ
6/14（水）～15（木） 一泊移動例会

＊週報を送ってくださったＲＣ

中條藝立 出席委員長

会員数 出席率 出席者
該当者
本

小枝義夫 幹事

1. 例会変更のお知らせ
2.地区予定表を配布します。各委員長は日程を確
認し予定してください。
①7/10(月) 15：00～17：00（予定）拡大増強セミナー
②7/13(木）15：00～17：00（予定）クラブ研修委員長会議
③7/20(木) 5：00～17：00（予定）広報・公共ｲﾒｰｼﾞ
3.７/19(水)富津シティＲＣへの新年度表敬訪問に
参ります。※出欠表を回覧します。

2016-17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
戸村正房 様

ゲスト紹介

幹事報告

会長

1.来期Ｒ財団地区補助金プロジェクトが認定され
ました。
2.6/11（日）「だいし水辺の楽校３校合同干潟観
察会」を開催します。
3.その他
①次週、各委員長の退任挨拶ですので宜しくお願
いします。
②明日からｱﾄﾗﾝﾀ国際大会へ出発の6名の皆様、
気を付けていってらしてください。

◎ 6月 22日(木) 「一泊移動例会」
小田急ホテルはつはな
足柄下郡箱根町須雲川20-1
TEL：0460-85-7321
点鐘 18：30
◎ 6月 29日(木) 「三役退任挨拶」

委員会報告
ありません

本日の卓話

『戦略計画委員会卓話』

小枝委員長のお話の中でロータリーを考えるうえで参考となる資料をいただきました
ので一部をご紹介いたします。
（中略）
国際ロータリー第2590地区の歴史を語る時、井坂孝パストガバナーを抜きには語れな
いと思います。
今日は井坂孝パストガバナーのお言葉を紹介したいと思います。
「人間ハ孤独ノ生活ノ出来ナイ動物デアリマス」
人は一人では生きていけない。また生きていく目的や喜びを得ることはできない。
これは普遍的な真理であるとお話ししておられます。
「群居シテ居リマスカラ、人ト人トノ関係ガ起コリマス。
関係ガ起キレバ、自分ノ都合バカリヲ考エテイル訳ニハ参リマセン。
戦略計画委員長
群居ノ状態ヲ善クスル為ニハ、各自ガ人ノ為ニ役立ツ事ヲ考エナケレバナリマセン」
小枝 義夫 様
そしてサービスと言う観念について次のように話されております。
「ロータリーハ、サービスヲ持テ人間活動ノ根本観念ト為サントスル運動デアリマス」
さらに井坂さんは次のような6項目を挙げております。
１サービスノ観念ヲ一切ノ企業ノ基調トスルコト
２各企業に於ケル道徳的標準ヲ向上スルコト
３私生活、業務ノ執行、社会生活ニ於イテサービスノ観念ノ応用ニ勉ムコト
４サービスヲ為シウル機会ヲ作ル為交友ヲ拡ムルコト
５一切ノ業務ノ価値ヲ認識シ、社会ニサービスヲ為シ得ル機会ヲ行ウモノトシテ自己ノ業務ヲ尊重スルコト
６サービスノ観念下ニ結合サレタル実業人ノ世界的友団ニ依リ国際間ノ了解好感及ビ平和ノ促進ニ努力スルコト
私達の大先輩の話を学び、自身の成長を図っていきたいと思います。
ロータリー米山奨学生 奨学金授与

現・戸村正房ガバナー補佐、次・青木松枝ガバナー補佐に
お越しいただきました。本日は有難うございました。

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ

宮本欣淳

副会長

★本日は、ガバナー補佐の新旧引き継ぎのあいさつに参りました。
2016-17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 戸村正房様（川崎ＲＣ）
★本日は 、次年度のご挨拶をしに参りました。宜しくお願いします。
2017-18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 青木松枝様（川崎中央ＲＣ）
★本日は、お世話になります。中村紀美子様（川崎中央ＲＣ）
◆野口会員
明日出発致します。無事戻ってきましたら引き続き宜
しくお願い致します。
◆ 河口会員
馬場さん、本日はようこそいらっしゃいました。
ロータリークラブをよく見ていってください。
戸村さん、青木さんようこそいらっしゃいました。
◆西尾会員
1.戸村ガバナー補佐、青木次年度ガバナー補佐、本日
はようこそいらっしゃいました。
今後とも宜しくお願い致します。
2.昨日は、小山さん、山﨑さん１０日会ゴルフコンペお
疲れ様でした。小山さん、優勝おめでとうございます。
今度ゴルフ教えて下さいね！
◆轟会員
戸村ガバナー補佐、青木次期ガバナー補佐、本日
はようこそ。お世話になりました。
明日より、アトランタ世界大会に出席してまいります。
◆鈴木会員
小枝エレクト、本日のお話宜しくお願い致します。
明日よりアトランタへ行ってまいります。楽しんできた
いと思います。
戸村第１グループアシスタントガバナー、青木次年度
第１グループアシスタントガバナー、ようこそおいで下
さいました。
◆秦会員
小枝委員長、今期最終の卓話ですね。
じっくり拝聴させていただきます。

本日の災害義援金
累計金額

10,000 円
191,006 円

本日のニコニコ
累計金額

28.000 円
821,000 円

◆小山会員
小枝会長エレクト、戦略計画委員長、本日の卓話宜
しくお願い致します。
◆山本会員
小枝様、お体に気を付けながら頑張ってください。
◆中條会員
小枝様、本日の卓話宜しくお願い致します。
◆武藤会員
小枝幹事、卓話よろしくお願い致します。
◆増田敏雄会員
小枝さん、本日の卓話楽しみにしています。
◆福嶋会員
世界大会を楽しみに明日出発、アトランタへ。
◆安本会員
第2590地区第１グループ、現）ガバナー補佐 戸村
正房様、次）ガバナー補佐 青木松枝様本日は宜し
くお願いします。
◆小枝会員
戸村ガバナー補佐、青木次年度ガバナー補佐、よろ
しくお願い致します。
◆伊藤秀司会員
クラブ戦略計画委員長小枝義夫様、本日の卓話よろ
しくお願いします。
クラブ会報担当：伊藤秀司委員長

