
 

 

 
 

 

 

 

【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  井上 裕司 SAA 

 合  唱  「それでこそロータリー」 

 お客様紹介  朝倉 和信親睦活動委員 

今後のプログラム予定 

6.7月 プログラム名 

第４例会 6月 26日 

お楽しみ例会（夜間例会） 

米山奨学金授与式 

アトラクション 

第 1例会 7月 3日 

会員お祝い 木槌の引継ぎ 

米山奨学金授与式 

理事役員新任挨拶 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 

43名 35名 

8名 

対象外 

（5） 

89.74％ 

欠 5名 

対象外 

（3） 

MU4名 95% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  井上 光明会員 

松井 孝至会員  大友 徹 会員  堀一 慶明会員 

渡邉 新治会員  原 敏之 会員  志村 修司会員 

ニコニココーナー  征木 國義 副 SAA 

古川 孝蔵様：小丸会長とお知り合いになりましてメー

キャップにまいりました。 

小川 湧三様：お世話になります。 

内藤 幸彦ガバナー補佐：本日は家内もご招待頂きまし

てありがとうございます。皆様のご協力で

ガバナー補佐の任務も残りは国際大会だけ

となりました。一年間お世話になり心より

感謝申し上げます。 

小丸 日出夫会長：内藤ガバナー補佐および奥様、一年

間本当にご苦労様でした。東京恵比寿 RC

古川孝蔵様、本日は当クラブにお出で頂き
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誠にありがとうございます。その内皆で職

場訪問を致します。その時は美味しいワイ

ンが楽しみです。 

髙木 洋一会員：内藤ガバナー補佐一年間ご苦労様でし

た。奥様も一年間ありがとうございました。

小川先生ようこそお出でくださいました。 

朝山 秀男会員：近頃お休みが多くお許しください。お

世話にないってます。 

川口 禮敬会員：内藤幸彦ガバナー補佐、一年間ご苦労

様でした。また奥様内助の功ありがとうご

ざいました。 

細山勝三郎会員：内藤ガバナー補佐奥様、お越し下さり

ありがとうございます。 

小島 徹会員：皆様一年間お世話になりました。 

小泉 繁勝会員：内藤ガバナー補佐、一年間すばらしい

ご指導ありがとうございました。おくさま

のご助力感謝致します。 

伊藤 文治会員：小丸会長さん・髙木幹事さん一年間ご

苦労様でした。理事・役員の皆様お疲れ様

でした。 

田邉 進会員：皆さん一年間ご苦労様でした。 

島 利夫会員：内藤先生一年間ご苦労様でした。 

叶野 聡会員：会長・幹事・役員の皆様一年間お世話に

なりました。 

鹿島 義久会員：本日は 2590地区ガバナー補佐内藤様、

一年間大変お世話になりました。会員の皆

様には色々とお世話になりました。 

柾木 國義会員：会長・理事役員の皆様一年間ご苦労様

でした。 

合計   16件   21,000円 

累計  688件   831,000円 

会 長 報 告 小丸 日出夫会長 

1.地区より 2018-19年度拡大増強セミナー開催のご案 

 内が届いております。 

 日 時：7月 9日（月） 15：00～18：00 

 場 所：メモワールプラザ ソシア 21 4F「ウィング」 

2.中原区推進委員会より 6/7（火）に開催されました「社 

 会を明るくする運動」の会議資料が届いております。 

 閲覧ご希望の方は事務局までお申し出ください。また、 

7/19（木）開催の「社会を明るくする運動」中原大会の 

ご案内を回覧致します。 

幹 事 報 告 髙木 洋一 幹事 

1.例会変更 

 川崎中原 6月 11日（木）夜間移動例会 

 点鐘 18：30 二子玉川エクセルホテル東急 

2.本日例会終了後、クラブ協議会⑤（現のみ）開催いた 

 します。関係各位のご出席をお願いいたします。 

3.来週 6/26は、夜間例会です。 精養軒 2F飛翔 

4.会費納入のお願い 年会費（7月～9月分）75,000円 

 ＋地区事業資金 13,500円＋＝88,500円を 7/3（火） 

 にご指定の口座より引き落としさせていただきます。 

 現金での納入の方は 7月の例会時にお願い致します。 

ガバナー補佐へ花束贈呈 
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多摩川清掃 14名の方が出席さ

れました炎天下ありがとう御座

いました 

青少年問題で ワクワクエンジ 

ン 朝山あつこ様の卓をお願い 

しました 

ローターアクトインターアクト 

の取り組みは他クラブの連携が必要 

 

エチオピア支援は地区でもレベル

が高いものでした 

直前会長としての出番はなかった 

高木会員の退会は残念 

RLIへの参加は勉強になった 

地区補助金はぜひ続けていきたい 



会場監督     井上裕司会員 

 

幹事退任及び退会挨拶  髙木洋一会員 

 

副会長      小泉繁勝会員 

 

      会長       小丸日出夫会員 

 

古川孝蔵様（左） 

（小杉三笠会館となりアッペティート経営者） 

 

 

森田 淳会員 

 

最終クラブ協議会 

 

 

 

 

 

今後ともロータリークラブを見守って

いきたい。 

点鐘は一回はしたかったがタイミン

グがずれた 

高木会員の退会は残念 

本日は恵比寿ロータリーの古川孝蔵 

様を迎えました ぜひゲストで来て頂

きたいとの依頼に応えてくださいまし

た 

会社都合により大会ということにな

りました 

ロータリーの何なるかを知らないう

ちに大会になりました 

また復帰の節はよろしく 


