
 

 

 

 

 

 

 

【会長テーマ】 ：「 経 験 」 を 生 か し て 未 来 へ 「 挑 戦 」              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

     例 会 報 告        

 開会点鐘  小丸日出夫 会長 

 司  会  志村 修司 副 SAA 

 合  唱  「友達になろう」 

 お客様紹介  金子 利昭 親睦活動副委員長 

今後のプログラム予定 

9・10月 プログラム名 

第 3例会 9月 26日 

記念式典 

総括リハーサル（写真屋参加） 

 

米山奨学金授与式（9月分） 

ｼｽｺ･ﾏｼｭ-・ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ･ﾓﾝｶ-さん 

45周年実行委員長 

川口委員長 

「45周年行事について」 

第 1例会 10月 3日 

会員お祝い 

米山奨学金授与式（10月分） 

ｼｽｺ･ﾏｼｭ-・ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ･ﾓﾝｶ-さん 

㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 

代表取締役社長 唐沢俊樹様 

演題「Iotで生活が変わる？」 

理事役員会 

出 席 報 告 市川 実出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

45名 33名 

12名 

対象外 

（7） 

86.84％ 

欠 11名 

対象外 

（6） 

MU0名 87.18% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  松田 敏治会員 

小林 敏伸会員  松井 孝至会員  内藤 幸彦会員 

森田 淳 会員 長谷川俊雄会員  市川 宏 会員  

井上 光明会員  井上 裕司会員  宇田 章二会員 

田邉 進 会員 

ニコニココーナー 原 敏之 副 SAA 

小丸日出夫会長：・サアーいよいよ 45 周年記念式典の

リハーサルですね。実行委員会の皆様よろ

しくお願い致します。・チャリティーディナ

ーショーへの当クラブの参加人数がやや少

ないので時間が取れる方はもう一度検討し

て頂ければ幸いです。・9/10の地区 RLI参

加の小島会長エレクト・貝田副幹事ご苦労

様でした。 
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小泉 繁勝会員：川口実行委員長始め記念式典関係の皆

様ここまでご苦労様です。ゴール迄もう少

しです。お互いに前進しましょう。 

小島 徹会員：先日の東北支援ツアーでは楽しくかつ和

やかにできましこと、お世話して頂きまし

た方々をはじめ、ご参加頂きました会員の

皆様に心より感謝申し上げます。 

川口 禮敬会員：①本日は例会で 45 周年事業の進捗状

況の説明を各委員が行います。ご拝聴くだ

さい。②例会終了後、実行小委員会を開催

いたします。 

細山勝三郎会員：①45周年祝宴行事のフォーチュンクッ

キー練習日 9/19（火）・10/3（火）両日と

も 17：00 からです。よろしくお願いしま

す。インストラクター村上桃子さんとお会

いしました。 

金子 利昭会員：45周年式典も近くなりました。よろし

くお願い致します。 

伊藤 文治会員：好天の中、今井神社例大祭を無事に終

えることができました。 

冨岡 昭一会員：お世話になります。 

渡邊 新治会員：本日もよろしくお願い致します。 

堀一 慶明会員：不幸がありましたので例会を欠席いた

しました。 

柾木 國義会員：実行委員長の川口さん今日はご苦労様

です。 

合計   11件   15,000円 

累計  170件   205,000円 

会 長 報 告 小丸 日出夫会長 

1.地区より地区大会のご案内が届いております。 

＜各プログラムの出席対象者について＞ 

11月 10日（金）第 1日目 

●会長幹事会（パシフィコ横浜会議センター3階） 

 クラブ→会長・幹事・選挙人 

     ※上記以外の会員・ご家族の登録は自由 

  地区 →地区役員・ガバナー補佐・地区委員 

      ※当日ご紹介あり 

●歓迎晩餐会（ヨコハマグランド インターコンチネン

タルホテル 3階） 

 クラブ→会長・幹事 

 地区 →地区役員・大会関係者・ガバナー補佐・地区 

 11月 11日（土）第２日目 

●本会議および会員懇親会  全会員・会員ご家族 

（本会議：パシフィコ横浜会議センター1階メインホー 

 ル）（会員懇親会：パシフィコ横浜 会議センター3階） 

＊11/11（土）につきましては、本日出欠を取りますの 

 でご協力をお願いいたします。 

幹 事 報 告 髙木 洋一幹事 

1.例会変更 

 川崎鷺沼 9月 20日（水） 移動夜間例会（家族デー） 

      点鐘 18：00 

      代官山 ASO チェレステ 二子玉川店 

      9月 27日（水） 休会 

 川崎高津 9月 14日（木） 移動例会 供養例会（大 

       蓮寺）点鐘 11：00 

      10月 12日（木） 移動例会 防災教室（坂 

      戸小学校） 

      10月 26日（木） 親睦移動例会 

 川崎麻生  9月 29日（金） 移動例会 

 はるひ野「リストランテ・アベーテ」にて 18：00～ 

2.年会費＋その他 引落しの件 

 10／3（火）に会費 75,000円（10～12月）＋地区大 

 会登録料 10,000円＋ポリオ 5,450円＋R青少年交換 

 学生分担金 2,000円＝92,450円 

 現金払いの方は 10月の例会時にお願いします。 

3.6クラブ会長幹事会の概要報告（9/6開催） 

4.9/末にて、クールビズを終了いたします。10月例会時 

 よりネクタイ・上着の着用をお願いいたします。 

5.次週 9/19（火）は、休会です。        



    

 

 

 

 

45周年各実行委員長の報告 

    川口 禮敬 45周年実行委員長 

 

伊藤稔総務・式典委員長  小島徹事業委員長 

 



被災地への支援金 

 

被災地訪問参加メンバー（29年８月２６日～27日） 

 

萩原ひとみ祝宴委員長   叶野聡記念誌委員長 

 

大牟田淳副会計委員長 

 

45周年祝宴で恋するフォーチュンクッキーを指導し 

ていただくプロの村上桃子さんです 

よろしくお願いいたします。 

      

内藤幸彦ガバナー補佐の紹介です  

ありがとうございます 

 

9月１０月のプログラム予定 

いよいよ 

45 周年行事が近

づいてきました 

楽しい周年行事 

にするように 

お互い頑張りま

しょう 



  


