
★司会　鈴木慎二郎 SAA
点鐘　河口武生 会長★
ロータリーソング★

「それでこそロータリー」
 
ソングリーダー  野口四郎 会員

宮本欣淳

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

伊藤恒満　幹事幹事報告

ありません

河口武生　会長 ゲ ス ト

1.ロータリーレート9月　　1ドル=124円
2.グローバル補助金　人道プロジェクト提案要領 
3. 2015-16年度のＲ財団ポリオ寄付の御願い
　会員一人当たり(50ＵＳドル）
4.米山月間(10月)の活動について
　10/1（木）地区に学友・奨学生又は地区関係者を
　依頼しました。
5.その他
・8/25(火)米山奨学委員長会議に出席
　（河口会長・三野委員長）
・エリアス君の近況報告
　日本語学校8/28まで、9/2から橘高校へ通学します｡
   9/10（木）クラブ訪問しますので宜しくお願いします。

1.例会変更のお知らせ
2.8/23(日)マリーン協賛　かわさきロボット競技大会
　 が開催されました。ご参加有難うございました。
　【参加者】
　 河口会長、伊藤幹事、御幡青少年奉仕委員長、小山会員、
　 森野会員、増田洋一会員、山崎会員、福嶋会員、鈴木会員、
　 増田敏雄会員
　 青少年交換学生：エリアス君
　 付添い：上村 様 (河口会長の娘さん）

今後の予定
◎ 9月10日(木) 「ガバナー公式訪問」
　　国際ロータリー　第2590地区
　　ガバナー　　箕田　敏彦 様

◎ 9月17日(木) 「外部卓話」
　　専修大学文学部教授　王 伸 子 様

◎ 9月24日(木) 「外部卓話」
　　神奈川県日赤紺綬有功会　会長 酒井靖恵　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

　

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
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31 25 80.65

31 23 74.19      8      6

    6

93.55 新川崎ＲＣ

●川崎とどろきＲＣ
　 9/21(月) 休会　、 10/12(月)　休会
●川崎中原ＲＣ   9/17(木)　休会
●川崎中ＲＣ　　　9/22(火)　休会
●川崎北ＲＣ
　 9/9(水)　  横浜あざみＲＣ合同例会
　　　　　 　   ｸｲｰﾝｽﾞ･ｱﾘｽ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ日吉
　 9/23(水)  休会（祝日）
   9/30(水)  親睦移動例会ホテル鐘山苑　点鐘18：00　　　　 　　　　
●川崎幸ＲＣ
　 9/25(金)　休会（定款第6条第1節より）
 10/23(金)、24(土)　一泊移動例会　金沢方面
 10/30(金)　休会（定款第6条第1節より）
●川崎大師ＲＣ
　 9/23(水)　休会（秋分の日）
   9/30(水)  横浜港ｸﾙｰｽﾞ船
　　　　　　　　「ロイヤルウィング」カトレアの間
●川崎中央ＲＣ
　 9/  7(月)  納涼夜間例会 tsukiji 無玄流
　 9/21(月)  休会（祝日）

＊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　

　　

■宮本欣淳 会員
　9/3(木)安パストガバナー夕食会のお誘い

河口武生　会長 特別ビジター

　　

国際ロータリー 第2590地区

第１グループ　ガバナー補佐

小林 和雄　様（川崎南ＲＣ）

ロータリー米山学友
湯文明さん

小山宏明・増田洋一・森野知良・西尾 猛
山崎美津夫・内田秀彰 



クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

◆鈴木会員
　  小林和雄 第1グループアシスタントガバナーようこそ
　  マリーンへお越しくださいました。本日はご指導の程
　  宜しくお願い申し上げます。
◆中條会員
　  本日は小林ガバナーようこそお越しくださいました。
◆島田会員
　  小林ガバナー補佐、本日は宜しくご指導下さい。
　  湯さんお久しぶりです。米山のﾚｸﾚｰｼｮﾝ楽しみま
　  しょう。
◆森野会員
　  小林ガバナー補佐、ようこそいらっしゃませ。
　  今日は日頃のお役目を忘れてごゆっくり楽しんで
　  いって下さいませ。
◆増田洋一会員
 　 また早くなりましたね！
◆河口会員
　  小林ガバナー補佐、本日はようこそいらっしゃいまし
　  た。ご指導のほどよろしくお願い致します。
◆伊藤恒満会員
 1. 小林和雄ガバナー補佐、本日はご指導のほど宜しく
　  お願いします。
 2. かわさきロボット競技大会に参加いただいた会員の
　  皆様、お疲れ様でした。
◆安本会員
 　 小林和雄ガバナー補佐、本日のクラブ協議会よろし
　  くお願いします。

◆秦会員
    小林ガバナー補佐、今日はお世話になります。
　  宜しくお願いします。
◆野口会員
　  小林和雄ガバナー補佐、本日は宜しくご指導お願
　  いします。
◆増田敏雄会員
1. 小林ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいませ。
　  本日は宜しくお願い致します。
2. ロボット競技大会、打ち上げの残金を併せてニコ
 ニコさせていただきます。
　 （御幡さん、鈴木さんお疲れ様でした）
◆福嶋会員
1. 小林ガバナー補佐のお越しをお待ちしておりまし
　 た。
2. 先のロボット大会では、河口会長はじめ出席の皆
　  様、ご苦労でした。
◆山本会員
　  ガバナー補佐小林様、本日はご指導のほど宜しく
　  お願い致します。
◆轟会員
    小林ＡＧ、ようこそ！
　  本日は厳しくご指導の程をお願い致します。
◆松中会員
 　 小林ガバナー補佐、ようこそ。
　  ご指導のほどよろしく。
　  白内障手術を受けました。
　  こんなに綺麗に見えるとは有難いことです。
◆小山会員
 　 ＲＩＤ2590 第1Ｇ 小林ＡＧ本日のクラブ協議会宜し
　  くお願い致します。

会計 内田　 秀彰  委員長
クラブ奉仕委員会 安本　 好勝 委員長
会場監督（S.A.A.)　 鈴木慎二郎  委員長
親睦活動委員会　 西尾　　  猛　副 委員長
友好クラブ委員会 松中　 秀司 委員長
出席委員会　　　　 小山　 宏明 委員長
プログラム委員会　  野口　 四郎 委員長
会員増強委員会 増田　 洋一 副委員長
国際奉仕委員会　　 増田　 洋一 委員長
会員選考委員会 森野　 知良 委員長

職業分類委員会 武藤　 泰基 委員長
教育研修委員会 鈴木慎二郎 委員長
広報雑誌記録委員会 山本　 栄次 委員長
クラブ会報委員会 小枝　 義夫 委員長
職業奉仕委員会 小枝　 義夫 委員長
青少年奉仕委員会 御幡　 幸男 委員長
ロータリー財団委員会 宮本　 欣淳 委員長
社会奉仕委員会 三野　 公一 副委員長
米山記念奨学事業委員会 三野　 公一 委員長

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 安本好勝　副会長

議長　河口　武生　会　 長
司会　伊藤　恒満　幹　 事　

★本日はクラブ協議会に伺いました。宜しくお願い致します。
　（国際ロータリー 第2590地区 第1ｸグループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ガバナー補佐　小林和雄　様）

東日本大震災義援金　 5,000　円

　　　累計金額 　　 29,000　円

本日のニコニコ　　　33,000　円

　　　累計金額  　 281,000　円

   小林和雄ガバナー補佐訪問『クラブ協議会』

時 間: 13:10 ～ 14:45
会 場: 特別会議室 4階


