
★司会　茶谷龍太 SAA
点鐘　安本好勝 会長★
ロータリーソング★

「君が代」「奉仕の理想」

 ソングリーダー　中條藝立 会員

　

小枝義夫　幹事幹事報告

　　　　

1.例会変更のお知らせ
2.社会奉仕活動アンケート7/25まで
3.その他
①本日、理事会があります
②7/7(木)クラブ奉仕・広報委員長会議
　（宮本委員長・望月委員長・会長）
③7/8(金)地区拡大増強セミナー（飯坂委員長・会長）
④7/19(火)クラブ戦略計画委員長会議（小枝委員長・会長）

●川崎とどろきＲＣ
 7/18（月）休会、8/ 8 （月）休会、8/ 15（月）休会
●川崎幸ＲＣ
 7/29（金）創立記念夜間例会　点鐘18：00
 8/12（木）休会（定款第６条 第１節により）
●川崎中央ＲＣ
 7/18（月）祝日　海の日
 7/25（月）納涼夜間移動例会　点鐘17：30
　　　　　　　　　  川崎競馬場　芝生エリアＢＢＱ

今後の予定

委員会報告

◎ 7月14日(木)　「理事役員・委員長就任挨拶」　　
◎ 7月21日(木)　「会員増強委員長卓話」
　　　　　　　　　　　飯坂俊弘 会員増強委員長
◎ 7月21日(木)　「夜間移動例会」屋形船　
　　　　　　　　　　　18：00　川崎日航ホテル前出発
　　　　　　　　　　　18:15　サンピアン駐車場出発予定　

安本好勝　会長 

御幡幸男 親睦活動委員長 

安本好勝　会長 

【7月14日(木) ドイツ帰国】
一年間親元を離れ、留学
生活を送ったエリアス君。
日本語がとても上手になり
ました。ドイツに帰ってから
も時々日本の事を思い出
して下さい。

 

入　会　式

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　

ありません

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

ビジター紹介

ゲスト紹介

　　　　

　　　　

　

　

中條藝立　　　　　　出席報告                                           　　出席委員長

　　　　

　　

野澤 隆幸　様（川崎大師ＲＣ）

　　

ロータリー青少年交換
Niklas Elias Kopp（エリアス）君
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増田洋一・望月幹仁

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 川崎市川崎区宮本町2-27-402

　　　 　　  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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伝達式＆前三役功労表彰

前期三役功労表彰

河口　武 直前会長

安本好勝 直前副会長

伊藤恒満 直前幹事

　　　

         麦島　建 会員 

        Ｈ28年7月7日入会

      日本生命保険相互会社

       生命保険・損害保険

         林　伸彦 会員 

        Ｈ28年7月7日入会

      川崎つばさ法律事務所

       　　　弁護士

　 　　     ご入会　

 おめでとうございます 

 

　 　　      
 よろしくお願いいたします

1. 各クラブへ表敬訪問に行って参りました（幸・南・大師）
　7/11(月)川崎中央ＲＣ、7/13（水）新川崎ＲＣ、
  8/4（木）川崎ＲＣ、7/20（水）富津ｼﾃｨＲＣ
2. 当クラブへのご来訪予定
　7/14（木）南・幸・大師・中央・新川崎
　7/21（木）戸村ガバナー補佐
3.2016米山記念奨学会　普通寄付　2500円（上期・下期）

会長報告 安本好勝　会長 

　　　　

■小山宏明　直前出席委員長
　出席100％表彰式（裏面に写真掲載）
■増田敏雄　親睦活動委員
　7/28(木)夜間例会のお知らせ
■鈴木慎二郎　プログラム委員長
　行事予定変更



理事・役員・委員長　退任挨拶
　 　　　　

　安本好勝

　 会　長　

　    小枝義夫

　　　幹　事　

　   宮本欣淳

　　　副会長　

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 宮本欣淳　副会長

★新年度にあたり貴クラブのご発展をお祈りいたします。
（野澤隆幸 様　川崎大師ＲＣ）

◆轟会員
　 新年度に入り、頑張ってください。
◆小山会員
　 本日は七夕ですね。おりひめさんとめぐり逢いたいで
 す ね。安本丸の無事の航海を祈念いたします。
◆松中会員
　 三役、各委員長、一年間宜しくお願い致します。
 熱中症に気を付けましょう。
◆武藤会員
　 会長、副会長、幹事一年間お世話になります。
◆中條会員
　 大変不慣れな私ですが、今期も元気に頑張りますので宜し
   くお願い致します。
◆増田洋一会員
　 スポーツジムに入会しました。細マッチョを目指します。
◆安本会員
 1.エリアス君、日本で学んだことを生かしてこれから頑張って
 下さい。
 2.会員の皆様、これから一年間よろしくお願い致します。
◆小枝会員
　 幹事の任を受けました。
　 一年間、会の皆さん宜しくお願いします。
◆宮本会員
   安本丸出港おめでとうございます。
 私事ですが４日に３人目の孫が生れました。
 一年間宜しくお願いします。

◆野口会員
　  安本会長、小枝幹事、一年間頑張ってください。
◆秦会員
    いよいよ安本年度の始まりですね。小枝幹事、宮本副会
 長、共に体調に留意して頑張ってください。
◆増田敏雄会員
 1.安本丸のご出航お祝い申し上げます。小枝幹事、
 宮本副会長頑張ってください。　
 2.エリアス君、日本で最後の例会ですね。
 マリーンの例会を楽しんでください。
◆福嶋会員
　 安本会長の一年間の航路安全を祈る、左右安全、視界
 良 し、良し。
 宮本さん、野口さん昨日の川崎市神社爽快ではお付き
 合い有難うございました。
◆内田会員
　 本年度も宜しくお願いします。又、愚妻がｴﾘｱｽの最後の
 姿を見に来てしまいました。
◆島田会員
　 安本会長はじめ、理事役員の方々、今期宜しくお願い致
　 します。
◆河口会員
　 安本会長、三役の皆様、一年間宜しくお願い致します。
◆鈴木会員
　 安本会長、宮本副会長、小枝幹事一年間楽しんで
 下さ い。
 充実した年度になる事をお祈り申し上げます。

三役就任挨拶

東日本大震災義援金　 3,000　円

　　　累計金額 　　　3,000　円

本日のニコニコ　　　44,000　円

　　　累計金額  　　44,000　円

クラブ会報担当：伊藤秀司委員長

ホームクラブ出席100％ メークアップ含む出席100％

ホームクラブ出席100％
秦、伊藤恒満、河口、小枝、宮本
轟（敬称略）6名
メークアップ含む出席100％
福嶋、小山、増田敏雄、御幡、三野
森野、中條、西尾、野口、島田、鈴木
安本（敬称略）　12名
年間平均出席率　85.0％

宮本副会長　
　副会長職は２回目、三役は５回目です。ごちゃごちゃ言いません。腹を割って話せる会を目指したいです。

小枝幹事
　昨年の一泊移動例会の時に安本会長に来期の幹事をお願いと言われました。その時、病気を患っており、体調的に最悪の時期で
　した。血液検査の結果も最悪で出血もしており、安本会長の「一年間だけは何とか持たして」という冗談も冗談として受け止められま
　せんでした（笑）。その時、「そうだ、自分は選ばれてロータリーバッチを着けているのにこんな後ろ向きの発想ではいけない」 と思い
　ました。その後は妻には優しく、会社では社員を思いやるように心掛けました。
　心のスイッチの切り替えです。奉仕の理想の旗印を掲げながら、自分の都合でその旗を降ろしたのでは自分が許せません。
　この一年は偽物が本物になるための修行だと思って頑張る所存です。

安本会長
　24代会長の大役を担うことの意味を嚙みしめ、未熟者でございますが誠心誠意頑張る所存です。私のロータリー歴は11年目になり
　ます。最初は山本栄次会員の紹介で星野年度に入会、出席委員長、クラブ会報委員長、幹事、米山記念奨学事業委員長、友好
　クラブ委員長、SAA、副会長と役割を頂戴し、ついに待望の会長職です。とても光栄に思っています。だからこの一年間、燃える熱
　意で頑張ります。今年のテーマは、①ロータリーのことをもっと知ろう②親睦活動を通じて友情を確かめ合おう③奉仕活動を通じて
　ニーズにあった社会貢献をしていこう④こうした活動を通じてクラブを活性化し新会員を増やそうです。本日2名の若い新入会員を
　迎え３５名の会員数となりました。今年度中には40名にします。そしてマリーンの表題、「クラブをもっと好きになる」の先頭を切って
　走りたいと思っています。今年度から地区補助金を利用し、新たな奉仕事業として日赤の献血事業が始まります。ひとつ奉仕事業
　が増えることになりますが、皆様のお力で盛り立てて下さると嬉しいです。自分は今までの人生でリーダーシップを取ったことがあり
　ません。でも元気に魅力のあるクラブを作る所存です。是非お力をお貸しください。


