
★司会　鈴木慎二郎 SAA
点鐘　河口武生 会長★
ロータリーソング★

「我らの生業」｢四つのテスト｣

ソングリーダー  中條藝立 会員

西尾　猛

小山宏明　出席報告

会長報告 河口武生　会長 

　

ビジター紹介　　　　

                                           　　出席委員長

                                     親睦活動委員

中村眞治　様（川崎大師ＲＣ）

河口武生　会長 ゲスト紹介

1.Ｒ財団 2回目ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ授与
　秦 明会員
2.2/5(金) 地区研修ｾﾐﾅｰ(新会員対象)開催
　 ｿｼｱ21　①ｾﾐﾅｰ15時～　②懇親会18時～
　（河口会長、鈴木教育研修委員長、髙橋会員）
3.2/6(土)YE受入学生、2016-17年度派遣学生
　ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 14時～16時　ｻﾝﾋﾟｱﾝかわさき
4. 2/9（火）第1.2.3ｸﾞﾙｰﾌﾟＩＭ参加のお願い
　 エポックなかはら3Ｆ
　 受付14：00　開会式14：30　閉会式17：15　
　※ 2/11(木)祝日休会
5. 2590地区下期資金（人頭分担金）
6.ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会　下期普通寄付　

今後の予定
◎  1月 21日(木)　  富津シティ・川崎マリーン川崎大師参拝
　　　　　　　　　　  夜間合同例会
  　　　　　金 剛 閣  15：15 集合　   護摩焚き  16：00 
　　　　　　　　　　  夜間例会　点鐘18：00

◎  1月 28日(木)　  会員卓話　小枝義夫会員

◎ 2月  4日(木)　  「個人ができる海外でのテロ対策」
　　　　　　　　　　　Willam.J.yong 様

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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富津シティＲＣ　川崎とどろきＲＣ　川崎中ＲＣ
新川崎ＲＣ

●川崎高津南ＲＣ
 2/ 1 （月）夜間例会　点鐘18：30
 2/ 8 （月）→9（火）移動例会　ＩＭに参加
 2/22（月）夜間例会　点鐘18：30
 2/29（月）移動例会　親睦例会ボーリング大会
●川崎北ＲＣ
 2/ 10（水）休会（定款により）
 2/ 24（水）第2ｸﾞﾙｰﾌﾟ　6RC合同親睦例会
　　　　　　　　 ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ
 3/ 9（水）移動例会　点鐘12：30　富士通ラウンジ
●川崎南ＲＣ
 2/ 9（火）移動例会　ＩＭに振替
 3/ 8（火）休会（理事会の裁量により）
●川崎中央ＲＣ
 1/25（月）新年夜間例会を通常例会に変更
　　　　　　　　点鐘12：30
 2/ 8 （月）→9（火）移動例会　ＩＭに参加会　

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

　

伊藤恒満　幹事幹事報告
1.例会変更のお知らせ
2.1/30(土)　川崎区少年野球連盟新年顔合わせ会
　18：30～　
3.次週富津シティより(11名)参加していただきます。　
　護摩焚き15：15集合（金剛閣）
　夜間例会18時（ｻﾝﾋﾟｱﾝかわさき）
4.1/23水辺の楽校あります。｢凧作り教室(13～15時）」
5.1/27(水)富津ﾁｬﾘﾃｨ家族例会出欠を回覧します。
6.本日理事会あります。【スピーカー紹介】

　川﨑市立橘高校定時制 教頭
  稲村晃嗣 先生

　川﨑市立高津高校定時制 教頭
　黒川保人 先生

　川﨑市立川崎総合科学高校定時制 教頭
　熊谷顯太郎 先生

【弁士紹介】

　川﨑市立橘高校定時制
　井上陽平 様
　川崎市立高津高校定時制
　渡邊朔夜 様

委員会報告
　　

■山本栄次　広報・雑誌・記録委員長
　   ロータリーの友掲載記事紹介

　　

森野知良・中條藝立



　　

『 』川崎市内高等学校定時制生徒による弁論発表
※卓話の内容については別紙に掲載。Ｗｅｂサイトの掲載は控えさせてただきます。

◆ 増田洋一会員
 大阪営業所を開所しました。
◆ 伊藤秀司会員
　 今年初のサンピアンでの例会、宜しくお願いします。
◆ 中條会員
 今年もどうぞよろしくお願い致します。
◆ 鈴木会員
　 年末年始にかけて、阿蘇・高千穂・指宿と４日間で
　 １０００ｋｍ超えのトライブをしてきました。
 本年も宜しくお願いします。
◆ 福嶋会員
  特に何もありません。
◆ 河口会員
 新年あけましておめでとうございます。
 今年もお手やわらかに宜しくお願い申し上げます。
◆ 安本会員
 本日のお話楽しみにしています。　　　　　　　　　　　　　　　　

◆ 宮本会員
 １月11日娘が嫁に行きました。
　 家では私と妻だけになってしまった。どうしよ...
◆ 秦会員
 橘高校、高津高校定時制の皆様ようこそ。
 今日は貴重なお話を聞かせてもらいます。
◆ 小山会員
　 橘高校、高津高校定時制の皆様、本日の卓話
 宜しくお願い致します。
◆ 武藤会員
　 明けましておめでとうございます。
 今年も宜しくお願い致します。
◆ 森野会員
 「今年もよろしくお願いいたします！」以上をもち
 まして年賀状をいただいた返信と致します。
◆ 西尾会員
　  明けましておねでとうございます。
　 今年は年男でーす。
 宜しくお願い致します。

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 安本好勝　副会長

川﨑市立川崎総合科学高校定時制

教頭　熊谷顯太郎 先生

【弁士】

　川﨑市立橘高校定時制

　井上陽平 様

【弁士】

　川崎市立高津高校定時制

　渡邊朔夜 様

川﨑市立高津高校定時制

教頭　黒川保人 先生

川﨑市立橘高校定時制

教頭  稲村晃嗣 先生

★1.本年も宜しくお願い申し上げます。
　2.母の会葬ではお世話になりました。感謝申し上げます。
　（中村眞治様　川崎大師ＲＣ）

東日本大震災義援金　 3,000　円

　　　累計金額 　　 66,000　円

本日のニコニコ　　　33,000　円

　　　累計金額  　 540,300  円

クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

本日の卓話


