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1.米山功労者表彰
 第１回：山﨑会員
 第２回：伊藤(恒)会員
 第３回：茶谷会員
　　　　　 飯坂会員
　  御幡会員
 第４回：西尾会員
 第６回：河口会員
 第７回：武藤会員
　　　　　　 野口会員
　　　　　　 轟会員

2.第33回RYLA見学のお願いパンフレットを回覧し
 ますので、ご都合のよい時間帯に参加ください。
3.4月22日（土）IM統合経営大講演会を開催。
  100年以上事業を継続している方、お知らせくだ
 さい。
4.1/24（火）戦略計画拡大増強ｾﾐﾅｰ開催
 対象：小枝戦略計画委員長
　　　　　 飯坂会員増強委員長、安本会長
5.その他
①クラブ対応アンケートにご協力
 （規定審議会について）
②12/1（木）の理事会議事録配布
③12/3（土）富津シティＲＣ創立２５周年記念式典
　 及び懇親会の報告
④12/4（日）の米山年末パーティーの報告
 陳さん、三野カウンセラー、増田地区米山学友
 委員轟地区ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金委員、小枝幹事
⑤理事会議事録

1.例会変更のお知らせ
2.ガバナーノミニー推薦の件

今後の予定
◎ 12月15日(木) 「スコットランドのゴルフ場」
　　　　　　　　　　　望月幹仁 広報雑誌記録委員長
◎ 12月22日(木) 「クリスマス家族会」
　　　　　　　　　　　場所　クラシカベイリゾート
　　　　　　　　　　　集合　17：15　　点鐘　18：00　　　　　　　　　 
◎ 12月29日(木) 休会（定款細則により）
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78.13 川崎南ＲＣ

●川崎中央ＲＣ
　12/19(月)→18（日）移動例会　クリスマス家族会
　　　　　　　　 川崎日航ホテル
　　　　　　　　 点鐘　13：00
　12/26(月) 休会（定款細則により）
　平成29年
  1/2  (月)　 休会・祝日振替休会
　1/9  (月) 休会・祝日成人の日
　1/10(火) 新春４クラブ合同例会
　　　　　　 （川崎南・川崎大師・川崎中央・川崎ﾏﾘｰﾝ）

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

委員会報告

　

　　

安本好勝　会長 スピーカー紹介

　　

公益財団法人国連大学協力会
常務理事・事務局長
森　茜　様
北見 瑛子　様

　　

演題：国連課題と国連大学の活動
　　　　～国連大学協力会の役割～

【例会見学のお客様】
　 齋藤 保則 様
　 小屋　　勇 様

【ロータリー米山奨学生】
　 陳成姫さん

小山宏明・松中秀司・轟 淳次 

川崎マリーンロータリークラブ
国際ロータリー第2590地区 創立1993.2.19

例　会 毎週木曜日12:30

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)

 　　　 　 TEL.044-222-4416  

事務局 〒210-0004 川崎市川崎区大島1-26-13-1F

　　　 　　  TEL.044-200-9249 FAX.044-200-9252

U R L:    http://kawasakimarine-rc.com/

E-mail:marin-rc@eagle.ocn.ne.jp
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■御幡幸男親睦活動委員長
　 12/22（木）クリスマス会のお知らせ

　　

　　
　　



クラブ会報担当：伊藤秀司 委員長
写真撮影：河口武生会員、増田敏雄会員

◆中條会員
    先日、轟様、御幡様お世話になりました。
 本日、野口様の卓話宜しくお願いします。
◆森野会員
 　今年も最後となりました。
 「皆様明けましておめでとうございます」これを持ち
 まして年賀状と致します。
◆福嶋会員
 　アロハー。１２月に入るとパーティー、ライブにての
 演奏で忙しい日々を過ごしております。
 少々疲れました。
◆安本会員
 公益財団法人国連大学協力会常務理事兼事務局 
 長の森茜様、本日は宜しくお願い致します。
◆小枝会員
 　本日は、森茜様、北見瑛子様宜しくお願い致します。

◆秦会員
    今日という日は私には忘れられない12月8日、
 1941.12.8真珠湾攻撃をして、日米が戦端を開い
 た日、私は小学１年生でした。もう75年経ったこと
 に思いを馳せています。
◆小山会員
 森様、北見様本日の卓話宜しくお願いいたします。
◆河口会員
　 森様、北見様、本日はようこそいらっしゃいました。
 本日の卓話を宜しくお願いいたします。
 野口国際奉仕委員長いつもお世話になります。
◆伊藤秀司会員
 森様、北見様川崎ﾏﾘｰﾝＲＣにようこそ。
 本日の卓話宜しくお願い致します。
◆茶谷会員
　 齋藤様、小屋様いらっしゃいませ。
 マリーンの例会を楽しんで下さい。
 来週、東シナ海海洋調査に行ってまいります。

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 宮本欣淳　副会長

｢若い世代にも献血を」
という活動テーマで、
地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを
通じ、啓発活動を行う
ための物品等を赤十字
血液センターに寄贈し
ました。
当日は、贈呈式及び福
田川崎市長が献血ルー
ムを視察され、自らも
献血を行いました。
現在、日本国内では少
子高齢化の影響で、輸
血を必要とする高齢者
が増加。このままでい
くと、血液の安定供給
に支障をきたす恐れが
あるそうです。

若い世代にもっと関心をもってもらい、少しでも多くの若者に献血に協力してもらえるよう今後も継続して啓発
活動に協力していきたいと思います。神奈川県赤十字血液センター 所長 藤崎清道様より感謝状と楯をいただき
ました。イベントに参加いただいた皆様ありがとうございました。
　　　　ゲスト：福田紀彦川崎市長（川崎ＲＣ）、横山俊夫様(川崎大師ＲＣ)
会　員：河口・内田・小枝・三野・鈴木・増田敏雄・安本・秦・小山・野口・松中・中條・西尾・山﨑・福嶋（敬称略）
　　　　

 野口四郎国際奉仕委員長 担当本日の卓話

11/27(日) 次世代への献血普及の啓発活動(ルフロン献血ルーム）

国連課題と国連大学の活動 
　　　～国連大学協力会の役割～

公益財団法人国連大学協力会
　常務理事・事務局長

森　  茜 様
アシスタント・北見瑛子 様

本日の災害義援金     3,000 円

　　　　累計金額 　 36,006 円

本日のニコニコ　　　11,000 円

　　　　累計金額   439,566 円

 地区補助金プロジェクト

 ※卓話資料（別紙全6ページ）


