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1.例会変更
　各ロータリークラブ12月は変更が多くなって
　います。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1.ガバナー補佐の委嘱状が参りました。
　 轟 淳次会員
2.東日本大震災被災地支援イベントへの協賛
  として１万円を寄付する事となりました。
3.ロータリー一口メモ
　「ロータリーの職業奉仕について」

 安本好勝　親睦活動委員ビジター紹介　　　　　

飯塚 正良  様（川崎ＲＣ）

毛利 尚方  様（川崎幸ＲＣ）

森川友生男 様（川崎中央ＲＣ）

岩井 正美  様（川崎中央ＲＣ）

坂本 竜麻  様（川崎中央ＲＣ）

●川崎南ＲＣ
 12/18（火）年末年忘れ例会　川崎日航ホテル
 12/25（火）休会（定款細則により）
 1/ 1 （火）休会（定款細則により）
 1/8 （火）4RC新年合同例会
 1/22 （火）夜間移動例会　横浜ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ
 1/29 （火）休会（定款細則により）
●川崎大師ＲＣ
 12/19（水）年忘れ例会
           　横浜ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ&ﾀﾜｰｽﾞ
 12/26（水）休会（定款細則により）
●川崎中央ＲＣ
 12/17（月）クリスマス家族会　川崎日航ﾎﾃﾙ
 12/24（月）休会　祝日振替休日
 12/31（月）休会　(定款細則により)

●川崎北ＲＣ
 12/19（水）年忘れ家族会　移動例会
 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）休会（定款細則により）
 1/30 (水)29(火)に変更　6RC合同例会

＊週報を送ってくださったＲＣ

なし

　　　　　　
近隣ＲＣからのお知らせ

   
     

＊

今後の予定

◎
◎

◎

12月 6日(木)　年次総会
12月13日(木) 「こ と ば」佐藤明彦会員担当

　　　　　　　  安楽時住職　宗澤 文良　様
12月20日(木)　クリスマス家族会

　

　　

委員会報告
■

■

■

■

森野知良　20周年記念式典委員長
　本日事務局にて委員会を開催

名古 治　 20周年実行委員長
　2/14 創立20周年記念式典出欠の確認  

増田敏雄　親睦活動副委員長
  ゴルフ有志会ご参加の御礼
　12/20 クリスマス家族会の連絡

伊藤秀司　親睦活動副委員長
　11月のお誕生会

鈴木慎二郎　会長 ゲ ス ト

なし

　　　

11月のお誕生会 

安本好勝会員

増田敏雄会員

伊藤恒満会員 

Happy
 Birthday!



◆

◆

◆

◆

小山会員
1.先週、東京ドームでプロ野球ＯＢ戦で球審を努め
　て参りました。
　やはりプロのボールは早かったです。
2.昨日のファイヤーサイドミーティングではお世話
　になりました。本日のクラブフォーラム宜しくお
　願いします。

森野会員
　特になしです...??

鈴木会員
　伊藤秀司様、先日のゴルフ大会企画ありがとうご
　ざいました。楽しい一日となりました。
　又、帰りの抜け道マップ完璧でした。
　次回の例会は年次総会です。皆様のご協力お願い
　申し上げます。

茶谷会員
　本日ご来訪下さいましたロータリアンの皆様、よ
　うこそいらっしゃいませ。
　先程１Ｆでウチのよめさんに遭遇しました。
　とてもびっくりしました。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

野口会員
　本日も宜しくお願いします。

山本会員
　財団の年次寄付ご協力有難うございました。
　昨日のファイヤーサイドミーティング大変参考にな
　りました。

武藤会員
　昨日のファイヤーサイドミーティング、グループ長
　書記の両伊藤さんお世話になりました。

秦会員
　昨日のファイヤーサイドミーティング、中々楽しい
　ものでした。新しい会員の方の意見も考えさせられ
　るものがありました。

伊藤秀司会員
　昨夜のファイヤーサイドミーティング皆様お疲れ様
　でした。楽しい時間を過ごさせて頂きました。
　又、先週のゴルフコンペ小枝さん優勝おめでとうご
　ざいます。

小枝会員
　先日のゴルフ大会、皆さんありがとうござい
　ました。大変気分を良くしています。

クラブ会報委員会長　内田秀彰会員

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 茶谷龍太　副会長

東日本大震災義援金　 3,000　円

　　　累計金額 　　 52,109　円

本日のニコニコ　　　20,000　円

　　　累計金額  　 499,500　円

　

★

★

★

★

★

今日は川崎クラブが休会なのでお邪魔しました。日頃はお世話になっています。
　12/14コンサートと上映会私の兄の映画です。前売券宜しく。（川崎ＲＣ 飯塚正良様）
久しぶりにメーキャップにお伺いしました。

　(川崎幸ＲＣ　毛利尚方 様)
本日はメイクの付き添いで参りました。マリーンさんの例会を

　勉強させていただきに参りました。宜しくお願い致します。
　(川崎中央ＲＣ 森川友生男 様)
川崎中央ＲＣから参加させていただきます。城南産業の岩井と

　申します。本日は宜しくお願い致します。
　(川崎中央ＲＣ 岩井 正美様)
本日は宜しくお願い致します。(川崎中央ＲＣ 坂本 竜麻 様)

ファイヤーサイドミーティング（シーハーズにて）

Ａグループ11/26(月)

Ｂグループ11/28(水)

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　

テーマ：１．『シニア会員(シニアアクティブ会員)の年会費について　』
　　　　２．『会員増"強"(新会員のフォロー体制)について』

内田リーダー・宮本Ｒ情報委員長・小枝書記・鈴木会長・望月幹事
　松中会員・御幡会員・森野会員・西尾会員・野口会員・栄居会員
　安本会員・福嶋会員（13名）

伊藤秀司リーダー・宮本Ｒ情報委員長・伊藤恒満書記・鈴木会長
　茶谷副会長長・望月幹事・秦会員・小山会員・増田会員・武藤会員
　名古会員・佐藤会員・鶴田会員・山本会員・島田会員（15名）

本日の卓話

　　　　宮本欣淳
   ロータリー情報委員長

　 　内田秀彰
Ａグループリーダー

　 　伊藤秀司
Ｂグループリーダー

クラブフォーラム（全体会議）

飯塚正良 様(川崎ＲＣ)
お兄様で映画監督の飯塚俊男様
の作品「ﾌﾟｯﾁｰﾆに挑む岡村喬生
のｵﾍﾟﾗ人生｣を是非ご覧下さい。
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