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＜点鐘＞

中島眞一会長

＜ソング＞ 君が代

奉仕の理想

＜新年度役員・理事紹介＞

中島眞一会長

中島眞一会長、安藤亨会長エレクト、小塚副会長・
クラブ奉仕委員長、佐藤幹事、玉井会計、鴨志田
SAA、中島健児副幹事、伊丹職業奉仕委員長、白
井社会奉仕委員長、渡邊国際奉仕委員長、井上久新
世代奉仕委員長、安藤登理事。
「一年間このメンバーで、ロータリー活動を盛り上
げていきたいと考えております。よろしくお願いい
たします」
。
安藤登前会長から中島眞一会長へガベルの引継ぎ
と、中島眞一会長から、安藤登前会長と山口篤前幹
事に記念品の贈呈がありました。

第1589回

7 月19日

委員会報告②

第1590回

7 月26日

クラブ協議会①

第1591回

8月2日

委員会報告③

例会日

新世代、国際奉仕委員会

増強、情報委員会

毎週火曜日12：30〜13：30

例会会場

※諸事情により、スケジュールは変更になる場合があります。

ホテルモリノ7F

TEL 044-966-1300

＜入会式＞

＜乾杯＞

野島会員、大西会員のご紹介で粕川祐子会員が入
会されました。
粕川祐子税理士事務所

安藤亨会長エレクト

「中島・佐藤年度が順調に滑り出し、立派な成果が
上がる年になるように、前途を祝しまして」。

税理士

粕川祐子

「皆様の活動に楽しく仲良く参加させていただきた
いと思います。どうぞよろしくお願いいたします」。

＜会長報告＞

中島眞一会長

先に、理事会の報告いたします。
・理事・役員の承認がされました。
・国際青少年交換学生、伴裕音君に20,000円のお土
産代が承認されました。
・粕川会員は親睦委員会に所属いたします。
・8/2（火） 納涼会
・事務用品

ホテルモリノビアホール

状差しの新規購入

27,000円が承認さ

れました。
・川崎麻生RC

納涼会

7/29（金） 会長、幹事、太

田事務員の3名で行ってまいります。
・諸会費
＜祝い事＞
会員誕生

北島親睦委員長
山
 崎会員、関山会員、碓井会員
寺尾会員

麻生防犯協会10,000円、社会福祉協議会

5,000円、社会を明るくする運動の共済金10,000円
がそれぞれ承認されました。
・会員増強用に地区で作成しているパンフレット（1
部100円）にクラブ独自のリーフレットを手作りで
用意して運用するようにいたします。
・活動計画書、ロースターが承認されました。
以下、会長報告です。
1. 2 010～11年度

川野前ガバナーより「任務が無事

終了いたしました」
。
とお礼のご挨拶が届きました。
2. 2011～12年度

上半期地区資金振込みの件

地区資金 会員数×17,500円 7月中に支払います
3. 米山
年間

2011年度

会員数×5,000円

4. 麻生防犯協会
配偶者誕生 関
 山会員の奥様
安藤志子会員のご主人様
入会記念

安
 藤登会員、白井会員、古澤会員
山口篤会員、山口福枝会員、尾崎会員
結城会員

1口

上半期普通寄付の依頼

23年度会費納入のお願い

10,000円

5. 川崎市文化賞実地要項

当クラブで碓井会員を推

薦いたします。
6. 会長・幹事会開催のお知らせ
7/13（水） ホテルKSP
7. パトロール実地団体、組織の確認

安藤登前会長

より中島眞一会長に移行いたしました。
8. 川崎麻生RC

納涼会

7/29（金） 会長、幹事、太

田事務員の3名で行ってまいります。
9. 社会を明るくする運動の寄付金について
1口

10,000円

10. 麻生区社会福祉協議会会費納入のお願い
5,000円

＜幹事報告＞

佐藤幹事

＊文書着

川崎南RC

＊会報着

新川崎RC

川崎大師RC

す」。山崎会員→「生誕記念」。碓井会員からもいた
だきました。

＊クラブ活動計画書着 新
 川崎RC

川崎西RC

川崎稲生RC

＜米山奨学委員会＞

中島健児委員長

関山会員→「MYかみさんにすてきなお花をあり

＊その他

がとうございます。バースディプレゼントありがと

・ガバナー月信に地区のカレンダー、近隣の例会場

うございます」。安藤志子会員→「夫の誕生記念とし

が掲載されています。ご確認ください。

て」。山崎会員→「生誕記念」。寺尾会員→「誕生祝を

・会費の納入月ですので、なるべくお早めにお願い

いただいて」。碓井会員からもいただきました。

いたします。
＜ニコニコ・財団・米山委員会＞
＜ニコニコ委員会＞

古澤委員長

中島眞一会長→「今日から新年度。1年間ご協力よ
ろしくお願いいたします」。佐藤幹事→「先週のゴル
フコンペ、暑い中お疲れ様でした。1年間皆様のご
協力をお願いいたします｣。安藤登会員→「6月26日、
長男の結婚式に祝電とお祝いをありがとうございま

今回
ニコニコ

累計

32件

66,000円

32件

66,000円

財団

5件

40,000円

5件

40,000円

ベネファクター

0件

0円

0件

0円

米山

5件

43,000円

5件

43,000円

した」
。安藤志子会員→「今日から新年度。パスト会
長、幹事はじめ皆様、移動例会ありがとうございま
した。お疲れ様でした」。大矢会員→「東大寺の『映
像詩』
完成の記念品に採用されました」。田内会員→

本日のプログラム
＜会長指針＞

中島眞一会長

「過日の会長、幹事のご苦労さん会にご協力ありが
とうございました」。白井会員→「父親の葬式に際し、
たくさんの厚情をありがとうございました」。以下、
感謝をこめてニコニコへ。安藤亨会員、井上久会員、
井上勇会員、伊丹会員、鴨志田会員、北島会員、小
塚会員、内藤会員、中島健児会員、中村会員、野島
会員、東会員、佐々木会員、関山会員、嶋会員、鈴
木会員、高田会員、玉井会員、寺尾会員、碓井会員、
渡邊会員、山口篤会員、山口福枝会員、山崎会員、
古澤会員。
＜出席委員会＞

鈴木委員長

会員

出席

欠席

第1587回

42＊

35

7

第1586回

41＊

28

13

メーク

出席率
83.33%

3

75.61%

＊出席免除会員1

私は入会して今年で13年目になります。以前に箕
＜ロータリー財団＞

井上勇委員長

輪元会員と会長・幹事としてやらせていただき、何

安藤登会員→
「入会させていただき14年になりま

事にも代えがたい財産となりました。これからは会

す。これからもよろしくお願いいたします」。山口

長という立場になりますが、その時の経験を活かし

篤会員→
「入会して7月で4年目になました。幹事も

ていきたいと考えております。

終わりほっとしています」。山口福枝会員→「5年目
になりますが、これからもよろしくお願いいたしま

今年度のRI会長はインドのカルヤン・バネルジー
氏で、テーマは『こころの中をみつめよう

博愛を

広げるために』です。短い一言ですが、含蓄のある

活動をしていきたいと考えております。その中で皆

奥深いフレーズです。
「まず自分の内部を見つめるこ

様にお願いしたいのは『笑顔で魅力あるクラブづく

とから出発していただきたい。自分が何を欲してい

り』という一言です。クラブの雰囲気を良くしてい

るかを見出せば、それによって人々が何を望んでい

こうということです。停滞気味の経済、更に大震災

るかを理解できるようになる。地域社会というのは

で大幅に会員を減らしているクラブがある中、当ク

単なる個人の集まりではなく家族で築かれている。

ラブは幸いにもなんとかふんばっている状況です。

ひとつ屋根のもとで暮らし、互いに助け合いととも

会員減少の原因としては世の中の状況もあります

に支えあい、
運命を分かち合っているのが家族です。

が、新しい会員を受け入れるクラブの雰囲気が大切

良き家族がよき隣人となり、よき地域社会を作るの

です。みんな笑顔でやさしく接していけば必ずクラ

です」
。RI会長のメッセージをご一読ください。

ブの中に自然に溶け込め、退会も減ると思います。

第2590地区の上澤ガバナーの方針として、10項目

いい雰囲気の会であれば、自らの友達に入会を勧め

の地区重点目標としてあげられました。その中で『ロ

るということもあり、そうなればますます輪が広が

ータリーの綱領を再確認する』という項目が1番に

っていき、増強にもつながると思います。ロータリ

あります。ロータリアンにとって奉仕の理想を実践

ークラブも会員同士、ビジターやゲストに対しても

するよりどころになるフレーズです。ロータリーの

笑顔で対応していいクラブの雰囲気を味わってもら

綱領を理解してクラブの奉仕活動を実践していきた

いたいです。暗い話題が多いですが、こういう時に

いと考えております。地区の重点項目は当初9項目で

こそ明るい雰囲気を作ってクラブの活性化につなげ

したが、東日本復興支援が加わり10項目となってお

ていきたいと考えております。また各委員会、五大

ります。当クラブとしても継続的に協力していきた

奉仕委員会委員長とともに皆様のご意見を聞きなが

い事項なのでこちらもご一読ください。

ら、この1年間活動していきたいと思っております。

クラブライフを皆さんと楽しみながら1年間奉仕

どうぞよろしくお願いいたします。

