
★司会　西尾　猛 SAA
点鐘　三野公一 会長★
ロータリーソング★

「君が代」「奉仕の理想」
 ソングリーダー　麦島　建 会員

　

　　　　

〇川崎ＲＣ

 8/ 9 （木）休会　祝日(山の日) 週により

 8/16（木）休会　定款第8条第1節により

 8/30（木）休会　定款第8条第1節により

◎8月  2日（木) 「三野丸出航記念夜間例会」　
　　　　　　　　　　　集　　　合 ：17：45 川崎日航ホテル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　周辺・ルフロン前
　　　　　　　　　　　現地集合  ：18：00 屋形船長八

◎8月  9日（木) 「会員卓話」
　　　　　　　　　　 秦会員・伊藤(恒)会員・茶谷会員

◎8月16日（木）休会　

〇川崎とどろきＲＣ　　川崎中ＲＣ　　

　　　　

　　

　　

■小枝義夫 拡大増強委員長
　会員増強及びＲＬＩの件

■内田秀彰クラブ運営管理委員長
　8月2日三野丸出航記念夜間例会の件

■野口四郎 直前社会奉仕委員長
　昨年度義援金協力の御礼

　 　

　　
1.ロータリー全国囲碁大会のご案内
　日時：10/6　10：00～　日本棋院会館にて
　安本会員がご参加の予定です。宜しくお願いします。
2.その他
①7クラブ親睦ゴルフ大会ご案内
　日時：10/19(金)　戸塚カントリークラブ　ｽﾀｰﾄ：8：00
　ご参加宜しくお願い致します。
②ロボット競技大会開催のご案内　
　日時：8/26（日）10：00～産業振興会館にて　
　マリーン協賛の行事ですので、皆様のご参加お願い致
 します。
③8月予定表に掲載「8/11水辺の楽校」はクラブとしては
　 お休みとし、自由参加といたします。
　※本日配布した「奉仕プロジェクト活動年間スケジュー
　 　ル」に詳細が記載してあります。

1.例会変更のお知らせ
2.本日配布した「ブレスしあわせの呼吸」は、若くして ポリ
　 オによって、余命宣告を受けた男性の実話を描いた映
　 画です。この作品を通じロータリー内外でポリオの認識
　 の向上に繋がると良いです。是非お時間のある方はご
　 覧になってみてください。
　 本編オープニングクレジットに協力者として「ロータリー」
　 と「END POLIO NOW」のロゴを表示。
　 併せてご覧ください。
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2018～19年度 ＲＩテーマ

副会長
内田秀彰

幹事
林 伸彦

会長 
三野公一

2018-2019年度 RI会長
バリー・ラシン

TO BE INSPIRATION

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

今 後 の 予 定

委 員 会 報 告

ビ ジ タ ー 紹 介 小山宏明
親睦活動担当員

会員数

(敬称略)
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前々回
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該当者
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ホームクラブ

出席率

前回修正

　出　席　報　告 小峰則明
出席担当委員

34

34

32 24 75.00

32 23 71.88   1

   8

   9 75.00

会　長　報　告 三野公一 会長

茶谷､福嶋､秦､林､伊藤(恒)

河口､伊藤(秀)､小山､小枝

増田(敏)､増田(洋)､松中
御幡､宮本､麦島､三野､中條

西尾､野口､齋藤､島田､鈴木

轟､円谷､内田､安本､山﨑
山本（敬称略）

義援金協力の御礼
累計金額343,000円

松中秀司

林　伸彦　幹事

2017-18年度
義援金寄付をいた
だいた皆様誠に有
難うございました。
代表して
山本栄次会員に
小枝義夫直前会
長より感謝状を
お渡しいたします。

幹　事　報　告

　　　　ゲ  ス  ト  紹  介 三野公一 会長 

〇ありません

〇ありません



ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 内田秀彰　副会長

増田(敏)会員より国際大会に参加された時の様子を映像と
共に報告していただきました （以下：動画映像より抜粋）

　　

クラブ会報担当：増田敏雄委員長

2019年 ハンブルグ（ドイツ） 6⽉1〜5⽇

◆野口会員
　 山﨑さん、齋藤さん、増田(敏)さん10分ずつでは足りな
　 くありませんか？
◆  小枝会員
  来月は拡大増強の強化月間です。
 皆さんご協力お願いします。
◆中條員
　 本日は山﨑会員、齋藤会員、増田(敏)会員、卓話宜し
 くお 願いいたします。
◆河口会員
    山﨑さん、齋藤さん、増田(敏)さん本日の卓話宜しくお
　 願い 致します。
◆山本会員
   本日の会員卓話楽しみにしてまいりました。
◆轟会員
 本日の会員卓話の三羽がらずの御仁の方々の今後の
 ご活 躍を願います。
◆安本会員
 山﨑様、齋藤様、増田(敏)様、本日の卓話楽しみにし
 てい ます。
◆小山会員
 山﨑会員、齋藤会員、増田(敏)会員、本日の卓話それ
 ぞれ 短か過ぎると思いますが、涼しくなるようなお話を
 お願い致します。
◆西尾会員
1.本日の卓話山﨑さん、齋藤さん、増田(敏)さんよろしく
 お願いします。
2.昨日朝日テレビ｢ＴＶタックル｣の収録があり仲見世理事
 長と していってきました。8/5 11：55～放送なので見て
 ください。
◆福嶋会員
 アロハー！ハワイアンとフラを楽しむ会 (8月6日）
 新合丘ホテル モ リノに於いて演奏ありです。
 皆様のお越しをお待ちしています。
◆秦会員
 暑いと思へど毎日が暑くて、老体には厳しい年ですね。
◆増田(洋)会員
 7月31日に富士山の頂き目指します。
◆山﨑会員
 昨日、定期健診でバリウム飲んできました。
 まだちょっとお腹が...連日暑い日が続きますが、皆さん
 健康 にはお気をつけください。
◆林会員
 今日は涼しいですね。
◆内田会員
 今日も宜しくお願いします。

本 日 の 卓 話

本日のニコニコ　　 17,000円

　　　累計金額 　 178,000円

「会 員 卓 話」

「ロータリー国際大会 カナダ・トロント」

山﨑美津夫 会員

増田　敏雄 会員

齋藤　保則 会員


