
★司会　鈴木慎二郎 SAA
点鐘　河口武生 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

西尾　猛

湯文明 様(左)、河口会長とエリアス君(右)

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

ありません

【ロータリー米山学友】

　 湯 文 明 様（2014-15年度）

【ロータリー青少年交換学生】

　 Niklas Elias Kopp (エリアス)君

河口武生　会長 ゲスト紹介

1.地区よりご委嘱状が届きま
 した。宜しくお願い致します。   
2.12/6（日）ロータリー米山奨
 学生・学友年末パーティー
　18：00～20：00　
3.12/13(日)ローターアクト
 地区年次大会のご案内　
　 本大会13：00～17：30　懇親会18：00～
4.12/5(土)YEｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ及びｸﾘｽﾏｽ会開催
5.12/14(月)Ｒ財団補助金管理セミナー開催　
   15：00～17：30
6.12月ロータリーレート1＄＝120円　
7.1/17(日)9：30～16：00インターアクト年次大会
 関東学院中学校高等学校にて

今後の予定
◎ 12月10日(木)  　「ロータリー財団への理解推進について」
   地区 Ｒ財団資金推進委員会 副委員長
 鈴木慎二郎　様

◎ 12月17日(木)    「クリスマス家族会」
  受付開始 17：30より　点鐘　18：00
 閉会　20：30

◎ 12月24日(木)　休会（定款細則により）

◎  1月 7日(木)　  新春４クラブ合同例会　※当クラブ担当
   受付 12：00 点鐘　12：30

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

　

2015～2016年度
ＲＩテーマ

     Be a Gift tothe World   
     世界のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄになろう

 2015-2016年度 RI会長
Ｋ.Ｒ.ラビ ラビンドラン

副会長
安本好勝

幹　事
伊藤恒満

会　長
河口武生

ＳＡＡ
鈴木慎二郎
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ホームクラブ
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前回修正

33

33

31 27 83.57

31 21 67.74    10      6

    4

87.10

富津シティＲＣ　　新川崎ＲＣ

●川崎大師ＲＣ
 12/16（水）→22（火）に変更
  移動例会　年忘れ家族会
  横浜ベイシェラトンホテル＆タワー
 平成28年 1/6（水）→7（木）に変更
  移動例会　新春４クラブ合同例会
  川崎日航ホテル　11階

●川崎中央ＲＣ
 12/14（月）→13（日）ｸﾘｽﾏｽ家族会　点鐘13：00
　　　　　　 川崎日航ホテル　
 平成28年 1/4（月）→7（木）に変更
　　　　　　　　   移動例会　新春４クラブ合同例会

＊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. 1/7(木) 新春４クラブ合同例会のご案内
 ※当クラブ担当
 ※会場準備がありますので、親睦活動委員11：30
 　 集合来られる方は、ご協力お願い致します。
3.2/9(火)第1.2.3グループＩＭ開催のご案内
　 会場：エポック中原　大ホール
 ※出欠回覧
4.本日、理事会あります

委員会報告　　

■御幡幸男　親睦活動副委員長
　   クリスマス家族会の件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

飯坂俊弘・伊藤秀司・小峰則明・増田敏雄
松中秀司・山崎美津夫



◆ 山本会員
　 川崎ロータリークラブ様のボランティア活動をボード
 に 貼ってありますのでご覧ください。
 来週の例会でロータリーの友を発表致しますので宜
 しく お願いします。
◆ 鈴木会員
　 本日は、年次総会です。
 皆様のご協力をお願いしま す。
 会長はじめ三役の方々、折り返しになりましたね。
 これからも頑張ってください。
◆ 伊藤秀司会員
　 河口会長、本日の総会宜しくお願いします。
◆ 河口会員
　  本日の年次総会おめでとうございます。
◆ 安本会員
 次年度宜しくお願いします。

◆ 野口会員
 今年度もあと少し。
 健康に気を付けて頑張りましょう。
◆ 小山会員
 本日の年次総会宜しくお願い致します。
◆ 森野会員
　 今朝、３人目の孫が生まれました。（全員女の子）
 おめでとうございます。
◆ 秦会員
　 早いものでね。
 いよいよ師走になり、気がせくばか り です。
◆中條会員
 山本様、御幡様、いつもお世話になります。
 有難うございます。
◆ 福嶋会員
 風邪ひきです。
 近寄るべからず！

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 安本好勝　副会長 東日本大震災義援金　 2,000　円

　　　累計金額 　　 60,000　円

本日のニコニコ　　　13,000　円

　　　累計金額  　 485,000  円

クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

年次総会

次年度
会長エレクト
幹事

小枝義夫 会員

次年度
会計

小山宏明 会員

次年度
副会長
クラブ奉仕委員長

宮本欣淳 会員

次年度
職業奉仕委員長

内田秀彰　会員

次年度
青少年奉仕委員長

増田敏雄 会員

次年度
社会奉仕委員長

西尾　猛 会員

次年度
ＳＡＡ

茶谷龍太 会員

次年度
会長

安本好勝 会員

次年度
国際奉仕委員長

野口四郎 会員

次年度
親睦活動委員長

御幡幸男 会員


