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2022～２3年度 ＲＩテーマ

副会長

伊藤恒満

幹事

山﨑美津夫

会長 

御幡幸男
2022-2023年度 RI会長
ジェニファーE.ジョーンズ

★司会　瀧口幹子 SAA
点鐘　御幡幸男 会長★
ロータリーソング「我らの生業｣★

　ソングリーダー　中條藝立 会員

委 員 会 報 告 

　出　席　報　告 内田秀彰 会員

ビ ジ タ ー 紹  介
〇ありません

〇ありません

◎8月11日（木）「休会（祝日　定款細則）」

◎8月18日（木）「休会（定款細則）」

◎8月25日（木）「奉仕プロジェクト委員長卓話」

 松下奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長

　　　　　　

＊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

山﨑美津夫 幹事幹　事　報　告

ゲ  ス  ト  紹  介

　西尾　猛 親睦活動委員 

　御幡幸男 会長 

　御幡幸男 会長 

会員数

(備考)

出席率
該当者

出席者 欠席者 出席率
メーク
アップ

ホームクラブ
出席率
修   正

35 31 28 9 90.32

1. 会長挨拶
 本日は志村ガバナー、渡辺ガバナー補佐をはじめ 
 として、地区役員の方々にご来訪いただきまして、 
 厚く御礼を申し上げます。ガバナーにおかれまして

は、公式訪問・地区大会等の多忙な日々が続くと思
いますので、お身体に十分注意をなされましてご活
躍されることを心よりお祈り申し上げます。

 本日はよろしくお願いいたします。 
2. 8/2（火）奉仕プロジェクト委員長会議に松下奉仕プ

ロジェクト委員長が参加してまいりました。
 松下委員長、有難うございました。
3. 8/19(金)15：00～17：00「青少年奉仕委員長会議」 
 が開催されます。場所はホテルプラムにて、
 松下委員長が参加していただけるとのことでよろしく
 お願いいたします。

1.宮本会員の御母堂様がご逝去されまして、皆様に訃
報のお知らせをＦＡＸいたしました。お問い合わせ等
は幹事までお願いいたします。

2.本日、第2 回理事会を開催いたしますので、理事役
員・委員長の皆様は、例会後お残りください。

3.次回8/11、8/18、2 週にわたり、「例会休会」といたし
ますので宜しくお願いいたします。なお、8/18「親睦
交流会」を予定しております。今後の状況にもよりま
すので詳細は追ってお知らせいたします。　　　　　　　　　　　

会　長　報　告

〇ありません

＜特別ビジター＞

〇国際ロータリー第2590

　 地区ガバナー　志村 雄治　様

〇国際ロータリー第2590地区

 第グループガバナー補佐　渡辺　雅夫 様

〇国際ロータリー第2592地区

 副幹事　俵谷　かおり様

〇国際ロータリー第2590地区

 財務委員長　村田　眞一 様　

〇ありません

 

志村ガバナー公式訪問を
記念いたしまして

・ﾛｰﾀﾘｰ財団

・ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会

に記念寄付をいたしました

ガバナー公式訪問記念寄付



クラブ会報担当委員：増田洋一

　本日のニコニコ  46,000円

　ｵﾝﾗｲﾝ累計                    0円

　通常累計          223,000円

本 日 卓 話

◆   齋藤会員

  8月1日で長女来夏が20歳になりました。当日は素敵な
花束をお送りいただき有難うございました。娘も母親も喜
んでいました。

◆茶谷会員

 先日は妻への素晴らしいお花を有難うございました。

 明日は長男の結婚式に望んでまいります。

◆増田(敏)会員

 志村ガバナー、渡辺ガバナー補佐、本日は公式訪問有
難うございます。感謝！

◆鈴木会員

 志村ガバナー、村田財務委員長、俵谷地区副幹事、渡
辺 ガバナー補佐、公式訪問有難うございます。

 しっかり拝聴させていただきます。

◆河口会員

 志村ガバナー、本日はお忙しいところご来訪有難うござ
い ます。宜しくお願いいたします。

◆小山会員

 国際ロータリー第2590地区志村ガバナー、第１グループ

 渡辺ガバナー補佐、ようこそ川崎マリーンＲＣへお越しく
だ さいました。本日はご指導のほど宜しくお願い申し上
げます。

◆松中会員

 志村ガバナーようこそ。

 ご指導のほどよろしくお願いいたします。

◆増田(洋)会員

 ＤＸパスポート試験に合格しました。

 次は9月のＤＸ推進アドバイザー認定試験を目指します。

◆中條会員

  先日増田洋一様、轟様、大変お世話になりました。

 有難うございました。

◆西尾会員

 志村雄治ガバナーようこそマリーンＲＣへ。今期宜しくお
願い申し上げます。

◆三役

 志村ガバナー、本日公式訪問楽しみにしておりました。

 1年間宜しくお願いします。

★今日はガバナー公式訪問に伺いました。よろしくお願
い致します。 　 　

 (国際ロータリー第2590地区ガバナー志村雄治様)　
★本日は志村雄治ガバナー公式訪問に同行してまいりま
した。御幡会長年度も順調に発足1ケ月を過ぎました。
貴クラブ会員皆様のますますのご活躍を祈念申し上げ
ます。(国際ロータリー第2590地区第1グループガバ
ナー補佐　渡辺雅夫様）　　　　　　　　　　　　　

★今年度地区副幹事をさせていただております。月信担
当です。ぜひゴミ箱に行く前にお読みくださいませ！

 宜しくお願いいたします。　 　 　 　 　 　
 (国際ロータリー第2590地区副幹事俵谷かおり様)
★今年度、地区財務委員長の村田です。一年間宜しくお
願い致します。　 　 　 　 　 　 　

（国際ロータリー第2590地区財務委員長村田眞一様)

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 伊藤恒満 副会長

○1950年3月4日生 
○1972年慶應義塾大学商学部卒 
○2010年聖徳大学大学院･児童学部博士課程(前期)終了 
○1979年白山幼稚園園長に就任 
○1981年学校法人志村学園理事長に就任（至現在） 
○2005年横浜高等教育専門学校非常勤講師（至現在） 

〔公職歴〕
○公益社団法人神奈川県私立幼稚園退職基金財団理事 
○公益財団法人幼少年教育研究所理事 
○神奈川県私立学校教育功労者(2013) 
神奈川県･県民功労賞(2015) 
文部科学省･教育者表彰(2017) 
瑞宝双光章（2020・秋） 

〔ロータリー歴〕
○1979年1月川崎日吉RC入会（88-89,07-08年度会長） 
○2011年11月川崎南RC入会(合併により) 
○1991-92年度地区ローターアクト委員長 
○2003-04年度地区インターアクト委員長 
○2004-05年度第１Ｇガバナー補佐 
○2006-07年度地区新世代育成(現青少年奉仕)委員長 
○2008-10年度地区世界平和フェローシップ委員長 
○2011-13年度地区ロータリー財団委員長 
○2017-21年度ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ｿｻｴﾃｨ(PHS)ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 
Ｒ財団メジャードナー、ベネファクター、
ＭＰＨＦ、ポール・ハリス・ソサエティ会員、 

ガバナー公式訪問卓話

国際ロータリー第２５９０地区

ガバナー

志村 雄治 様

【2590地区テーマ・方針】

【略  歴】

　「ロータリーの再生」 －新たな挑戦－

1. 魅力あるクラブ創りに向けて、新たな挑戦をしましょう。
2. 会員基盤の拡大･強化に挑戦しましょう
3. 青少年奉仕活動の充実に向けて新たな挑戦をしましょう
4. 各クラブにあった新しい奉仕プロジェクトに挑戦しましょう
5. ロータリー財団と米山記念奨学事業に対するご理解と
　　寄付に協力をお願いします
6. ロータリーの公共イメージ向上を図りましょう
7. 会員交流会（新会員交流会・職業交流会）に参加しま
　 しょう
8. マイ ロータリーに登録しましょう
9. 2022-23 年度ロータリー賞（ロータリークラブ対象）に挑
　　戦しましょう


