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【会長テーマ】 ： 会 員 増 強 と ロ ー タ リ ー を 学 び 、 我 が 奉 仕             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

     例 会 報 告        

 開会点鐘  冨岡 昭一 会長 

 司  会  長戸 隆彦 SAA 

 合  唱  「四つのテスト」 

 お客様紹介  原 敏之 親睦活動委員 

今後のプログラム予定 

7月 プログラム名 

第 1例会 7月 4日 

木槌の引継ぎ 会員お祝い 

米山奨学金授与式 

ｼｽｺ ﾏｼｭｰ・ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ ﾓﾝｶｰさん 

理事役員就任挨拶 表敬訪問 

理事役員会 

第 2例会 7月 11日 

委員長就任挨拶 

ガバナー補佐新任挨拶 

クラブ協議会① 

出 席 報 告 伊藤文治出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

46名 38名 

8名 

対象外 

（6） 

95.00％ 

欠 6名 

対象外 

（5） 

MU1名 97.50% 

【本日の欠席者】 

三木 治一会員  市川 宏 会員  松田 敏治会員 

髙木 洋一会員  井上 光明会員  小林 敏伸会員 

松井 孝至会員  大友 徹 会員 

ニコニココーナー  志村 修司副 SAA 

冨岡 昭一会長：今日は本年度最終例会です。一年間会

長職を無事に努めることができました。会

員各位のご支援ご協力に心から感謝と御礼

を申し上げます。ありがとうございました。 

渡邉 新治幹事：一年間ありがとうございました。皆様

がたのご協力で何とか無事に経過すること

ができました。 

内藤 幸彦会員：①皆様には一年間お世話になりました。 

②田中会員、長いこと大森より電車賃 

をかけて出席して頂きましてありがと 

う。いつもたくさんの写真を思い出と 

して残してくれてありがとう。12回目 

のエチオピア支援ができるようになっ 

たらお知らせしますので、ご都合がつ 

いたらご参加下さい。新しいロータリ 

ーライフを楽しんでください。 
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中山 武夫会員：冨岡会長さん始め役員の皆様一年間ご

苦労様でした。また田中会員さん長い間お

世話になりました。 

川口 禮敬会員：①田中信男様エチオピア訪問を始め、 

色々ご一緒させていただきありがとう 

ございました。大森 RCでのご活躍を 

ご期待致します。10/17の４５周年に 

は是非お出でください。 

②今年度も一年間皆様にはお世話にな 

りました。来年度もよろしくお願い致 

します。特に周年行事ご協力お願い致 

します。 

白井 正男会員：今年度最終例会となりました。冨岡会

長始め各会員の皆様、大変お世話になりま

した。 

伊藤 文治会員：①冨岡会長さん・渡邉幹事さん活発な 

一年間の活動大変お疲れ様でした。 

②田中さん８年間のお付き合いありが 

とうございました。たまには中クラブ 

へおでかけ下さい。またお会いする日 

を楽しみにしております。 

小丸日出夫会員：冨岡会長・渡邉幹事そして理事役員の

皆様、一年間本当にご苦労様でした。次週

より新しい年度に入り私を中心とした新し

い理事役員でクラブを運営いたして参りま

す。会員の皆様のご支援ご鞭撻をよろしく

お願い致します。田中会員には長い期間の

在籍ありがとうございました。釣り・観劇

の同好会には必ず顔を出して下さい。 

柾木 國義会員：今日は最終例会です。ありがとうござ

います。 

萩原ひとみ会員：冨岡会長・渡邉幹事・理事・委員長の

皆様一年間本当にお疲れ様でした。ありが

とうございました。素晴らしい一年だった

と思います。社会奉仕に参加して下さった

皆様も本当にありがとうございました。 

堀一 慶明会員：冨岡会長・渡邉幹事他、役員の皆様一

年間ご苦労様でした。田中信男さんお世話

になりました。 

小島 徹 会員：一年間お世話になりました。6/24・7/4

で東北ツアーの集金をさせて頂きます。よ

ろしくお願いします。田中さんお元気で。 

上原 伸一会員：冨岡会長・渡邉幹事はじめ理事役員の

皆様一年間ご苦労様でした。 

井上 裕司会員：年度最終例会です。大変お世話になり

ました。次年度もよろしくお願い致します。 

伊藤 稔会員：①冨岡会長をはじめ役員並びに会員の皆 

様にはお世話になりました。 

②田中さん色々ありがとうございました。 

廣山 宗一会員：会長・幹事はじめ役員の皆様ご苦労様

でした。田中会員、移籍残念ですが今後も

よろしく。 

大牟田 淳会員：一年間お疲れ様でした。温かく迎え入

れて頂き感謝しております。これからもよ

ろしくお願い致します。 

市川 実会員：田中信男さんお世話になりました。 

鹿島 義久会員：①昨日は明治神宮のお参りには冨岡会 

長・田邉さん・伊藤さんには大変お世 

話になりました。 

②本年度一年間大変お世話になりまし 

た。次年度もよろしくお願い致します。 

小島 満会員：冨岡会長さん一年間ご苦労様でした。い

よいよ最後となると淋しいのでは。また一

年間どうですか？役員・委員長様方もご苦

労様でした。 

田邉 進会員：一年間大変お世話になりました。次年度

もよろしくお願い申し上げます。 

長谷川俊雄会員：一年間色々お世話になりました。田中

さんお別れは淋しいですがまた新クラブを

楽しんでください。 

田中 信男会員：お世話になりました。メイクアップ・

観劇同好会には参加します。その時はよろ

しくお願いします。 

細山勝三郎会員：冨岡会長・渡邉幹事本当にご苦労様で

した。各役員の方々ご苦労様でした。 

清水 専吉会員：いつもお世話になります。 



島 利夫会員：冨岡会長ご苦労様でした。皆様ご苦労様

でした。 

叶野 聡会員：①冨岡会長・渡邉幹事はじめ理事役員の

皆様一年間大変お世話になりました。 

②田中会員の退会は非常に残念ですが 

RCを移籍されてもメイクアップに来て 

下さい。 

金子 利夫会員：皆様一年間お疲れ様です。次年度もよ

ろしくお願い致します。 

長戸 隆彦会員：冨岡会長・渡邉幹事・SAAの皆様一年

間お疲れ様でした！田中さん大森でもご活

躍を！ 

小泉 繁勝会員：冨岡年度最終例会を迎えました。会長

はじめ会員の皆様一年間お世話になりまし

た。ありがとうございます。 

志村 修司会員：一年間お世話になりました。①会長・

幹事さんはじめ役員の皆様ご苦労様でした。

次年度もよろしくお願い申し上げます。②

田中さん長い間お世話になりましたありが

とうございました。 

合計   31件   32,000円 

累計  775件   870,000円 

会 長 報 告 冨岡 昭一会長 

 

＜最後の会長報告を行う、冨岡昭一会長＞ 

1.地区より 2017-18年度クラブ広報・公共イメージ向上 

 委員長会議のご案内が届いております。 

 日 時：7月 20日（木）15：00～17：30 

 場 所：メモワールプラザソシア 21 ４Ｆ「ウイング」 

2.中原区推進委員会より先般開催されました「社会を明 

 るくする運動」の実施結果報告書が届いております。 

 回覧いたします。 

幹 事 報 告 渡邉 新治幹事 

 
＜最後の幹事報告を行う、渡邉新治幹事＞ 

1.例会変更 

川崎大師 7月 26日（水）暑気払い例会 18：00～ 

         川崎商工会議所 TOP LOUNGE 

＊メーキャップデスクございます。（川崎大師平間寺 

 信徒開会１F ステンドホール 12：00～12：30） 

2.2017-18年度活動計画書受領 

 川崎西北 RC  事務所にて保管しております。 

3.会費納入のお願い 

 年会費（7月～9月分）75,000円＋地区事業費 13,500 

 円＝88,500円を 7/3（月）にご指定の口座より引き落 

としさせていただきます。現金で納入の方は 7月の例会 

時にお願いいたします。 

3.次週 7/4は例会終了後、理事役員会を開催いたします。 

✿～本日の卓話～✿  

   委員長退任挨拶（欠席者）～理事役員退任挨拶 

 

 

 

 

 

 



退会（移籍）の挨拶   

 

＜本日、川崎中ロータリークラブを退会し、東京大森 

ロータリークラブへ移籍される田中信男会員のご挨拶＞ 

私が川崎中ロータリークラブに入会するきっかけは、

内藤会員、川口会員、小島満会員とのエチオピア訪問で

した。川崎中ロータリークラブで 8 年間過ごさせて頂き

ましたが、楽しかった思い出ばかりです。 

東京大森ロータリークラブへ移籍しても、メイクアッ

プや同好会に参加します。 

これからも、よろしくお願いします。 

 

 田中信男さん、東京大森ロータリークラブでも活躍す

ることを期待しています。 

たまには、当クラブへお出かけください。 

            （会報委員長 叶野 聡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事・役員退任挨拶  

冨岡昭一会長、内藤幸彦副会長、渡邉新治幹事はじめ理

事・役員の皆様から退任の挨拶がなされました。 

詳細については、「2016-17 年クラブ委員会活動報告書

（期末）」をご参照ください。 

 

理事・役員の皆様、一年間ご苦労さんでした。 

           （会報委員長 叶野 聡） 

 

 

一年間、無事、会報を発行できてよかったです。 

これも事務局の多大なる協力があってのことです。 

この場を借りてお礼を申し上げます。 

2016-17会報委員より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


