『世界へのプレゼントになろう』 Be a gift to the world
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第 1345 回 （本年度 28 回）
平成 28 年 2 月 18 日（木）
「後楽園飯店」にて例会
「東京ドーム世界らん展 2016」職場訪問
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「四つのテスト」

会員出席報告

小 林

会 員 数

出 席

欠 席

２６名

１８名

８名

本 日

正樹 親睦委員長
出 席 率
８１.８２％

前々回(1 月 28 日)欠席９名
Make up ９名 １００．０％
欠席者：江口会員、今井会員、宮崎会員、髙木会員

お客様紹介

市 川

功 一 会 長

武内 俊郎様（横浜南 RC）
佐藤 桂一様（新横浜 RC）
高梨能理子様（新横浜 RC）
戸川 俊雄様（川崎北 RC）
洪
征治様（川崎北 RC）
ｸﾙｰｽﾞ由美子様（川崎北 RC）
高橋
悟様（川崎鷺沼 RC 会長）
小嶋 喜芳様（川崎鷺沼 RC）
鈴木 正紀様（川崎鷺沼 RC）
持田 梅雄様（川崎鷺沼 RC）
石塚
勝様（川崎鷺沼 RC）
川原 俊明様（川崎鷺沼 RC）
丁
中斐君 （米山奨学生）

本日のミニ情報

市川

功一 会長

今朝、東京城南 RC の例会に参加しました。会場は高輪
プリンスで時間は毎回 8 時からです。当クラブでも参考
にしたく思い、会員の田代さんに以前卓話をお願いした
ことがあります。
今日のゲスト・スピーカーは鳩山元首相で 1386 回の例会
で首相経験者は初めてとのこと。当クラブも今年度は元
県知事、現市長をお呼びしましたが、首相経験者はハー
ドルが高そうです。

会長報告

市川

功一 会長（２月１８日）

川崎北 RC のバヌアツ共和国への救急車の贈呈ツアーに初
めて参加しました。
当クラブも協賛しているこの国際奉仕は、15 年前に国立
病院への顕微鏡等の医療器材を寄付ことから始まり、
川崎市から譲られた救急車は 2 台目の贈呈になります。
長期にわたるこの国際奉仕活動に当クラブも今後も協力
していきたいと思います。

１．地区より、ガバナーノミニー･デジグネート告知・確
定宣言が届いております。
（抜粋）
地区指名委員会において、2018-19年度 ガバナーノミ
ニー・デジグネートとして、横浜中RC推薦の 金子 大
（かねこ ゆたか）氏を指名致しました。本年度、他
の候補者の推薦がありませんでしたので、告知と同時
に 2月2日付にて同氏が 国際ロータリー第2590地区
2018-19年度 ガバナーノミニー・デジグネートに確定
したことを、ここに宣言致します。
２．第1～第3グループＩＭの礼状が届いております。
３．会長･幹事会開催のご案内が届いております。
日時：2016年3月9日(水)18：00～クイーン･アリス日吉

幹事報告

会田

公雄 幹事（２月１８日）

１．地区からの来信
①2016年5月28日～6月1日に開催予定のソウル国際
大会の登録状況について報告依頼がきております。
②2016-17年度地区研修・協議会 開催のご案内
日時：2016年4月3日(日)12：30～19：05
場所：洗足学園
※出席義務者の皆様には、ご案内状をお渡しします。
③第54回ロータリアン展への作品募集のご案内が届い
ております。奮ってご出展ください。
④ローターアクト交流会のご案内が届いております。
2016年3月5日(土)13：00 岩崎学園横浜西口2号館
２．第1～第3グループの事務局員懇談会開催のご案内
日時：2016年3月4日(金)18：00～ 川崎日航ﾎﾃﾙ
３.他クラブ例会臨時変更
●川崎とどろきRC
3月14日(月)
移動例会江の島丸だい仙水磯料理
●川崎中RC
3月22日(火)
休会
3月29日(水)
お花見例会 西明寺 点鐘17：30
●川崎百合丘RC
3月22日(火)
休会
3月29日(火)
お花見例会 とん鈴 点鐘18：00
●川崎ﾏﾘｰﾝRC
3月24日(木)
夜間例会 家族ｸﾞﾙﾒ会点鐘18：30
3月31日(木)
●川崎高津南RC
3月28日⇒29日(火) とうふ屋うかい鷺沼店

世界らん展 日本大賞 2016
今回、他クラブや御家族の方々も含め、４０名以上の応
援をいただき、また、お褒めの言葉までいただき感謝申
し上げます。 そろそろ引退を考えていましたが、主催
者から来年度の出演依頼をいただいてしまい当分は引退
できそうもありません。これからも精進して参りたいと
思います。お忙しい中、ありがとうございました。

ニコニコ報告

小林

正樹 親睦委員長

武内 俊郎 様（横浜南 RＣ）
都倉八重子会員のフラワーデモンストレーションを楽しみに
参加させていただきます。

佐藤 佳一 様（新横浜 RＣ）
本日楽しみです。よろしくお願い申し上げます。

高梨 能理子 様（新横浜 RＣ）
都倉さんのフラワーデモンストレーション、楽しみに参りました。
宜しくお願い致します。

小嶋 喜芳様、鈴木 正紀様、石塚 勝様
（川崎鷺沼 RC 一同）
今日はお世話になります。よろしくお願いします。

戸川 俊雄様、洪
（川崎北 RＣ）

征治様、クルーズ由美子 様

本日お世話になります。よろしくお願い致します。

市川 功一 会長 会田 公雄 幹事
今日は東京ドームの世界らん展を見学する移動例会です。
皆様、都倉会員のデモンストレーションを大いに楽しみましょう！

ＳＡＡ一同
待ちに待った今日は花職人・都倉八重子さんのフラワーパフ
ォーマンスを見学する日が来ました。大変楽しみにしておりま
す。沢山のお客様有難うございます。

親睦委員会一同
今日は都倉会員の蘭展に遠方までお客様をはじめ多くの皆様
にご参加を頂き誠に有難うございました。

「みんなニコニコ」
都倉さん頑張れ！！
若狭 滋則 会員・小泉 正博 会員・鈴木 次男 会員
工藤 和弘 会員・古越 孝男 会員・徳安 久是 会員
戸張 裕康 会員・河合
束 会員・神谷 直 会員
ニコニコボックス
記念日ニコニコ

本日
本日

26,000 円 累計
0 円 累計

537,000 円
70,000 円

