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司会　伊藤　恒満 副SAA
点鐘　鈴木慎二郎 会長
ロータリーソング

｢我らの生業」｢四つのテスト」

ソングリーダー  西尾 猛　会員

伊藤恒満 　　　　　　出席報告

会長報告 鈴木慎二郎　会長 

　　　　　　
　

今日の花

                                              出席副委員長

望月幹仁　幹事

なし

＜花言葉＞
　　　　　　　　　　
　　あなたは
　　　幸福をふりまく

★デルフィニューム

幹事報告

会員数

本　日

前々回

出席率
該当者

出席者 欠席者 出席率
メイク
アップ

ホームクラブ

33

出席率

前回修正

33

33 28 84.85

33 26 78.79    7 3 87.88

   5 

1.例会変更のお知らせ
2.5/12（日）富津シティＲＣとのゴルフコン
  ペの報告

＊週報を送ってくださったＲＣ
　富津シティＲＣ　新川崎ＲＣ

今後の予定

◎

◎

◎

5 月23日(木)  夜間例会「クラブフォーラム」
　　　　　　　　場所　サンピアンかわさき
　　　　　　　　点鐘　18：30

5 月30日(木) 「ロータリー財団のビジョン」
　　　　　　　　2590地区 ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会
　　　　　　　　小山宏明 会員

6 月 6日(木)  円谷瑛子会員 担当
　　　　　　　 「私の履歴書
                   ～市役所との関わりについて～」
　　　　　　　　中村紀美子 様（川崎中央ＲＣ）　

　

　　

委員会報告

　　　　　　
近隣ＲＣからのお知らせ

   
     

＊

1.理事会報告
2.ＧＳＥ派遣チーム帰国報告会・解団式
  のご案内
　6/14　18：00～20：00　横浜国際ホテル
3.横浜南ＲＡＣ 第１回みんなのスピーチ大会
  5/26　14：30～17：00
　懇親会）17：30～19：00 崎陽軒本店にて
4.その他
・5/16地区大会実行委員会(第2回)18～19：40
・5/19米山梅吉記念館訪問
  (高爽さんが参加します。)
5.会長一口メモ
　ＣＬＰについて

 鶴田太洋　親睦活動委員ビジター紹介　　　　

野沢 隆幸  様（川崎大師ＲＣ）

川島 光　  様（川崎中央ＲＣ）

飯島 美代  様（　　 〃 　　）

中村 紀美子様（　 　〃　 　）

■

■

■

御幡幸男　次年度幹事
  本日、被選理事会があります。
　期首資料提出のお願い（今月末まで）

西尾　猛　次年度プログラム委員長
  次年度予定表配布しましたので、変更等
　があればお知らせ下さい。

茶谷龍太  副会長
  6/11(火)川崎中央ＲＣとのゴルフコンペに
　ついて出欠表を回覧しますので確認下さい。

    米山奨学生

高　爽(コウ ソウ) 様

ゲ　ス　ト 鈴木慎二郎　会長 



★

★

★

暑さがやってきました。健康をお祈り致します。
　お世話になります。野澤 隆幸 様（川崎大師ＲＣ）

1.武藤さん、昨日の旅行では大変お世話になりました。
　2.久し振り御世話になります。川島 光 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）

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

小枝会員
　先日はゴルフ大会お世話になりました。
　スコーアーではチームに対し申し分けありま
　せんでした。

小峰会員
　今日は初めての卓話なので"きんちょう"して
　います。宜しくお願い致します。

島田会員
　野澤様、川島様、中村様、飯島様、いらっ
　しゃいませ。
　どうぞごゆっくりお過ごし下さい。
　皆様、米山奨学生の高さんです。１年間宜し
　くお願い致します。

秦会員
　米山奨学生の高さん、今日はよくいらっしゃ
　いました。これからも頑張って下さい。

野口会員
　5/26(日)実施する｢新緑の高尾山を歩こう会｣
　募集開始してます。
　皆様のご参加お待ちしております。

河口会員
　小枝さん、小峰さん、本日の卓話宜しくお願
　いします。

松中会員
　小峰さん、小枝さん、卓話宜しく。
　急に暑くなりました。くれぐれもも熱中症に
　気を付けましょう。

増田敏雄会員
　望月幹事、いつもお世話様です。
　小枝さん、小峰さん、本日の卓話楽しみにし
　ています。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

西尾会員
　小枝さん、小峰さん、卓話頑張って下さい。

武藤会員
　小枝さん、小峰さん、本日の卓話楽しみにして
　います。

伊藤秀司会員
　小枝さん、小峰さん、本日は楽しみにしていま
　す。

山本会員
　小枝さん、小峰さん、本日の卓話楽しみにして
　おります。
　小枝さん、先日のゴルフお疲れ様でした。

小山会員
　小枝会員、小峰会員、卓話楽しみです。
　富津シティＲＣとの合同ゴルフコンペに御参加
　の皆様、お疲れ様でした。
　ＫＹな方がお一人いましたね。

伊藤恒満会員
　小枝さん、小峰さん、卓話楽しみにしています。
　頑張って下さい。

名古会員
　やっと娘が出勤です。少し楽になりますよ！！

福嶋会員
　今日も元気でアルコール会（歩こう）に参加し
　ましょうね．．．。

鈴木会員
　富津とのゴルフコンペの皆様、準優勝の賞金で
　す。お疲れ様でした。
　小枝さん、小峰さん、本日の卓話楽しみにして
　います。

東日本大震災義援金　 4,000　円

　　　累計金額 　　100,000　円

本日のニコニコ　　　27,000　円

　　　累計金額 　　903,270　円

　　内田秀彰委員長クラブ会報委員会

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 茶谷龍太 副会長

本日の卓話
 　
『新　会　員　卓　話』

 　
小枝義夫 会員

 　
小峰則明 会員

プラスチック加工の事業を３０歳で起業。人から頼まれると
断われず最後まで引き受ける性格から、これまでにない部品
加工の受注を手掛けることになる。それが稀少価値の高い技
術へと繋がり、現在はカメラ・医療・センサー関係などの特
殊な部品を扱うようになった。従業員の教育を

技術の継承や人材育成に力を注
いでいるそうです。社名の『宇宙堂技研』にはそういった意
味も込められているようです。｢マリーンＲＣに入会し､

知れば知るほど素晴らしい会だと実感しております。
今後とも宜しくお願い致します。｣

第一に考え、
活躍できる場がもてるよう、

皆さ
んが笑顔で接してくれて温かさを感じました。ロータリーの
理念を

日立に１４年間勤務し、数々のソフトウェアシステムの開発
を手掛け、２００７年 先代社長から引き
継ぎました。現在、５０名の社員と派遣を含め約７～８０名
の従業員の管理・営業・経理を一人忙しくこなす日々で、趣
味のゴルフには、なかなか時間がとれないそうです。最近は
葉巻やパイプも趣味ということで、２～３千本の葉巻のコレ
クションがあるそうです。｢マリーンＲＣに入会して､個性的
な方が多いなと思いましたが、それも会の魅力のひとつと感
じています。来期はＩＴ委員長ということで、色々とアイデ
アを出していきたいと考えております。今後とも宜しくお願
い致します。｣

テクノスクエア㈱を
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