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司会　小山　宏明 SAA
点鐘　鈴木慎二郎 会長
ロータリーソング

「四つのテスト」｢我らの生業｣

ソングリーダー  栄居　学 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

＜花言葉＞
　　　　　
　　常に前進・チャレンジ

★赤ガーベラ

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 27 81.82

33 27 81.82    6 1 84.85

   6 

1.9/6クラブ協議会について
2.9/6Ｒ財団セミナーについて
3.GSE派遣メンバー推薦依頼　期間延長
4.学童野球20周年記念大会
　開会式　8/26(日)8：00～
5.富津シティＲＣ例会場変更
　新日鐡技術総合開発本部 富津クラブ
  tel：0439-80-2525 fax：0439-80-2747

1.野口会員へロータリーフェローカウンセ
  ラーとしての感謝を込めて会より記念品を
  贈呈します。
2.望月幹事にベネファクター認証状とバッジ
  を贈呈します。
2.ロータリー一口メモ
  インターアクトについて
　12歳から18歳までの青少年のための国際
  ロータリーの奉仕クラブ
　詳細について http://www.rotary.org/

伊藤秀司 親睦活動副委員長ビジター紹介　　　　　

なし

   

   

米山奨学生

孫  一舟 さん

(ソン・イシュウ)

●川崎中原ＲＣ
　8/16（木）休会（定款細則により）
　8/30（木）→31（金）に変更
　　　　　　 夜間移動例会　ホテルメッツ溝ノ口
　9/20（木）休会（定款細則により）
●川崎北ＲＣ
　8/15（水）休会（定款細則により）
　8/29（水）夜間移動例会　ホテル精養軒
　9/12（水）親睦移動例会　熱海「石亭」

＊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

◎
◎

◎

 8月16日(木) 休会（定款細則により）
 8月23日(木)「米山記念奨学会について」

　　　　　　　　安本好勝 米山奨学事業委員長
 8月30日(木) 河口武生 新世代奉仕委員長 担当

　　　　　　　「ロボット競技大会について」
　　　　　　　  公益財団法人 川崎市産業振興財団
　　  　　　　 事業推進課　岩　美和子　様

　　　委員会報告
■

■

河口武生　新世代奉仕委員長
1.少年野球の開会式の件
2.川崎ロボット競技会の件
　8/26(日)　8：30～18：00
3.横浜東ローターアクト、川崎大師ローターア
　クトの件

増田敏雄 親睦活動委員長
　7.8月お誕生会

鈴木慎二郎　会長 ゲ ス ト

　　　

　　　

7・8月のお誕生会

 

島田精二 会員 7月25日

内田秀彰 会員 8月 2日

望月幹仁 会員 8月 3日

三野公一 会員 8月 3日

森野知良 会員 8月16日

宮本欣淳 会員 8月19日

轟　淳次 会員 8月21日

小枝義夫 会員 8月25日

Happy
 Birthday!



理事・役員・委員長　退任挨拶

　　　　　

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 茶谷龍太　副会長

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

内田秀彰会員
　今年は夏休みがありません。
　貧乏暇なし。
　福嶋さん、卓話宜しくお願いします。

増田敏雄会員
1.福嶋さん、本日の卓話楽しみにしています。
　猛暑の折、ハワイアンぴったりですね。
2.望月さんのおさがりドライバー良い感じです。

西尾会員
1.先日、5日亡き妻の一周忌を無事観音時にて行い
　ました。
　早一年となります。
　みょうげん副住職、色々と有難うございました。
2.最近、森野さんの肩掛けバックスタイルのマネ
　をしています。

森野会員
　西尾さん、バック良く似合いますよ！

伊藤秀司会員
　皆様、暑さに負けず頑張って仕事しましょう。

名古会員
　．．．てんてんてん。

望月会員
　土曜からタイです。
　ひひひひひひひ。

鈴木会員
　連日の日本女性の活躍にすっかり寝不足です。
　福嶋さん、本日の卓話宜しくお願い致します。
　

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

秦会員
　今日米山の孫一舟が例会に出席します。
　今年は夏休みに故郷の瀋陽に帰らず学校に残
　り頑張るそうです。宜しくお願いします。

小山会員
　鈴木会長、河口新世代奉仕委員長、川崎少年
　野球連盟20周年記念大会開会式に参列お疲れ
　さまでした。

松中会員
　妻への誕生日の花をいただき有難うございま
　した。
　福嶋さん、卓話のほど宜しく。

武藤会員
　福嶋友好クラブ委員長、卓話楽しみにしてい
　ます。

野口会員
　福嶋様、本日急遽ご苦労様です。
　さて、今日はどんなお話ですか？

山本会員
　福嶋様、本日の卓話楽しみにしております。
　夏休み家族で済州島へ行って来ます。

河口会員
　福嶋友好クラブ委員長、本日の卓話楽しみで
　す。写真有難うございました。

福嶋会員
　急遽、小生の卓話となりました。
　つたない話ですが聴いてみて下さい。

東日本大震災義援金　 4,000　円

　　　累計金額 　　 15,000　円

本日のニコニコ　　　17,000　円

　　　累計金額  　 184,500　円

本日の卓話

クラブ会報委員会　内田秀彰委員長

　
福嶋安行 友好クラブ委員長

　
望月幹事ベネファクター認証と
バッジの贈呈

　
野口Ｒフェローシップカウンセラー
にクラブから記念品の贈呈

　　『 私のロータリーの楽しみ方 』

　　　
福嶋会員が入会した当時のロータリーの人々や活動、又
ロータリーを通して知り合った人々との交流について、
楽しいエピソード交えお話いただきました。
又、歌とウクレレの演奏は暑い夏にぴったりの音色でした。
「ロータリーとは心の融和...友情を大切に」との言葉で
最後にしめくくっていただきました。
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