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司会　鶴田　太洋 副SAA
点鐘　鈴木慎二郎 会長
ロータリーソング

｢四つのテスト｣「手に手つないで」

ソングリーダー  増田洋一 会員

内田秀彰 　　　　　　出席報告

会長報告 鈴木慎二郎　会長 
　　　　　　
　

今日の花

　

                                              出席委員

望月幹仁　幹事

＜花言葉＞
　　　　　　　　　
　　お似合い

★白デンファレ

幹事報告
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33 25 75.76    8 3 84.85

    7 

1.東日本大震災被災地支援お申し出受付終了
  と御礼
2.上記のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄご協力に対するCD贈呈式の
  ご案内 12/19（水）17：10～17：40
3.東日本大震災被災地ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ仙台空港に
  ﾊﾞﾅｰを掲示して被災者を見守るﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
4.川崎市教育委員会共催教員民間企業派遣
  研修報告会②開催のご案内
　12/25（火）14：00　川崎総合教育センター
5.インターアクト年次大会開催の件
　1/27（日）10：00～16：00
  クラーク記念国際高等学校横浜キャンパス
6.東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ招致
　パンフレット、バッジ配布の件
7.米山学友会 会報誌の回覧　　　　　　　　

1.第22回米山功労クラブ表彰
2.日本の会員増強の為に行うサクセス
  ジャパン(SAKUJI作戦)ご案内
3.ロータリー一口メモ
  ｢ＲＩ会長メッセージについて」

 伊藤秀司　親睦活動委員ビジター紹介　　　　　

野沢 隆幸 様（川崎大師ＲＣ)

渡辺 雅夫 様（川崎中央ＲＣ）

●川崎高津南ＲＣ
  12/17（月）年末家族会
  12/31（月）休会（定款細則により）
　1 /28（月）親睦ボーリング大会
　2 /18（月）⇒13（水）に変更　ＩＭに参加
●川崎とどろきＲＣ
  12/31（月）休会（定款細則により）
　1 /14（月）休会（定款細則により）
　1 /28（月）⇒29（火）６ＲＣ合同親睦例会
●川崎中ＲＣ
　1 / 8（火）新年初例会
　1 /29（火）６ＲＣ合同親睦例会
●川崎ＲＣ
  12/27（木）⇒23（日）年忘れ家族親睦会
　1 / 3（木）休会（定款細則により）
●川崎中央ＲＣ
　1 / 7（月）⇒8（火）に変更新春 4RC合同例会
　1 /14（月）休会（成人の日）
　1 /28（月）昼例会を夜間に変更 新年夜間例会
●新川崎ＲＣ
  12/19（水）クリスマス家族会
  12/26（水）休会（定款細則により）
　1 / 2（水）休会（定款細則により）
　1 / 9（水）新年初例会　通常の夜間例会

＊週報を送ってくださったＲＣ

富津シティＲＣ

今後の予定

◎

◎

◎

12月20日(木)　クリスマス家族会

12月27日(木)　休会（定款細則により）

1 月 3日(木)　休会（定款細則により）

　

　　

委員会報告
■安本好勝　米山奨学事業委員長
　米山奨学会年末パーティの報告

宗澤 文良 様（川崎とどろきＲＣ）

鈴木慎二郎　会長 スピーカー紹介

　　　　　　
近隣ＲＣからのお知らせ

   
     

＊



クラブ会報副委員長　河口武生会員

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 伊藤恒満 副幹事

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

野口会員・御幡会員
　申し訳ございません。本日はやむごとなき所
　用にて中座致します。

佐藤会員
　宗澤大先輩、本日はご多用の中ご無理を申し
　上げ誠に恐縮に存じます。
　ご教導の程宜しくお願い申し上げます。

島田会員
　宗澤様、いらっしゃいませ。
　いつも地区米山奨学委員会で御世話になって
　います。今日は宜しくお願い致します。
　野沢様、いつもお世話になっております。

河口会員
　川崎とどろきＲＣ宗澤様、本日の卓話宜しく
　お願い申し上げます。

山本会員
　宗澤様、本日の卓話楽しみにしております。

武藤会員
　宗澤様、本日の卓話楽しみにしています。

小山会員
　宗澤文良様、ＲＣ、補導会にていつもお世話
　になっております。本日の卓話宜しくお願い
　致します。

伊藤秀司会員
　今年も残り少なくなりました。何も成長して
　いない自分に嫌気がさしているので来年は新
　春早々あやしい自己変革セミナー、３日間受
　講してきます。

★

★

★

本日は卓話をさせていただきます。宜しくお願い致します。
（川崎とどろきＲＣ　宗澤 文良 様）

今日の例会お世話になります。良いお年をお迎え下さい。
（川崎大師ＲＣ　野沢 隆幸 様）

本年もお世話になりました。来年も宜しく。
（川崎中央ＲＣ　渡辺 雅夫 様）

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

内田会員
　昨日よりまた走り始めました。
　本日も自転車で多摩川を渡ってきたのですがと
　ても寒かったです。

円谷会員
　今年最後の例会ですね。
　一年間本当にお世話になりました。
　何もせずにごめんなさい。

福嶋会員
　今年も残すところ半月となりました。
　風邪などひかぬよう注意しましょう。
　クリスマス家族会が楽しみです。

増田洋一会員
　望月さんからとても良い情報頂きました。
　ありがとうございます。

名古会員
　今日はヒラメパーティーです。
　ミハタさんお陰さまでヒラメにありつきました。

望月会員
　三野さん、ありがとう！

鈴木会員
　宗澤様、本日の卓話宜しくお願い致します。
　本当に寒い日々が続きます。
　皆様しっかり乗り切りましょう。

伊藤恒満会員
　来期親睦活動委員長です。
　副委員長募集中です。
　宜しくお願いします。

東日本大震災義援金　 2,000　円

　　　累計金額 　　 58,109　円

本日のニコニコ　　　34,000　円

　　　累計金額 　　548,500　円

　　　　　

本日の卓話

『こ　　と　　ば』

本日はことばについて大変有意義なお話をしていただきました。
何気なく使うことばが人にどれほど影響を与えるのか、又ことば
使いを意識する人は多いが、本来の意味や正しい使い方が身に付
いているのか、ことばの大切さを思い知らされ大変勉強になりま
した。「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふ
かいことをおもしろく....」井上ひさしの文章の一節を紹介して
いただきましたが、まさにこれがことばの本質ではないかと思い
ました。

 　
川崎とどろきロータリークラブ
　 
 　
　　曹洞宗 向富山 安楽時住職

　　　 宗澤　文良 様
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