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1.9/4(金)第13回日韓親善会議（再度）ご案内
　地区より再募集が来ております。当クラブ4名参加
　します。　※参加する方は、事務局まで。
2.8/25(火)クラブ米山記念奨学委員長会議開催の
　ご案内　15：00～17：00　ソシア21
3.国際奉仕委活動に関するアンケートご協力依頼
　8/21（日）必着

4.その他　【RI・地区・その他行事】
①8/1(土)青少年交換学生説明会　14～16時
　 ｻﾝﾋﾟｱﾝかわさき
　（内田会員・増田敏雄会員・河口会長）
②8/3(月)ｸﾗﾌﾞ研修・広報ｾﾐﾅｰ　15～17時　ｿｼｱ21
　（山本会員・鈴木会員・河口会長）
③8/25(火)クラブ米山記念奨学事業委員長会議
　（三野会員）
④8/30(日)ﾛｰﾀﾘｰ米山奨学生・学友　夏季ﾚｸﾚｰｼｮﾝ
　（島田会員参加）

1.例会変更のお知らせ
2.ロータリー８月レートのお知らせ　　１＄＝１２４円
3.第33回　７クラブゴルフ親睦大会のご案内
　※当クラブ例会は休会
　10/29（木）ザ・カントリークラブ・ジャパン
　参加会費：10,000円
　個人負担：17,000円（朝、昼、飲み物）
4.その他　【RI・地区・その他行事】
　①8/5(水)富津シティRC表敬訪問
　　（福嶋会員、小山会員、松中会員、武藤会員
　　　野口会員、鈴木会員、轟会員、山本会員
　　　河口会長、伊藤恒満幹事）計10名
　②8/15(土)水辺の楽校「干潟の観察会とﾛｰﾌﾟﾜｰｸ」
     10～12時

今後の予定

◎ 8月  6日(木) 「長期計画委員会」　河口　武生 会長
　　
◎ 8月13日(木) 　休会（定款細則により）

◎ 8月20日(木) 「青少年交換学生受入について」
　　河口　武生 会長　

モリノブライズ株式会社
　プリンセスガーデン　伊東千沙　様
　フォトメゾン　　　　森野秀昭　様　　　　　
　 演　題　　『モリノブライズ㈱ 新職業奉仕』
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●川崎西北ＲＣ
　　8/13(木)　休会（自主休会）
●川崎西ＲＣ
　8/14(金)　定款休会
●川崎北ＲＣ
　8/12(水)　休会（定款･理事会裁量により）
　9/23(水)　休会（定款・祝日）
●川崎大師ＲＣ
　8/12(水)　休会（定款細則に基づく）

川崎中原ＲＣ　　川崎北ＲＣ　　新川崎ＲＣ

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

富津シティＲＣ
会  長　　秋山　和彦 様
副会長　　和田　充敏 様
副幹事　　緒形　弘　 様
直前会長　山口　稔　 様
　　　　　遠藤　和夫 様

委員会報告　

　　
増田敏雄　直前会長委員長■

　会長ノミニー選出の件



クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

◆森野会員
　 本日の卓話、それなりに宜しくお願いします。
◆中條会員
　 富津シティＲＣの皆様、ようこそ。
　 短いお時間ですが楽しみにしております。
◆武藤会員
　1.川崎市で一番儲かっているモリノブライズの皆様、よくい
　　らっしゃいました。
　2.富津シティロータリークラブの皆様、よくいらっしゃいました。
◆小枝会員
　 森野職業奉仕副委員長、本日の卓話宜しくお願いします。
◆伊藤秀司会員
   森野さん、。本日の卓話楽しみにしています。
◆茶谷会員
　 森野様、伊東様、本日は宜しくお願いします。
　 昨日、エステに行って美白してもらいました。青汁を飲み始
　 めて３ケ月特に変化は見られません。
◆増田洋一会員
　 暑いです。
◆河口会員
　1.富津シティＲＣの皆様、本日はようこそいらっしゃいました。
　　 一年間宜しくお願い致します。
　2.森野職業奉仕副委員長、本日の卓話宜しくお願い申し上
　　げます。
◆伊藤恒満会員
　 富津シティＲＣの皆様、本日は有難うございます。
　 今年も宜しくお願い致します。
◆安本会員
　 富津シティＲＣの秋山会長はじめ皆様、表敬訪問にお越し
　 下さり有難うございます。これからもよろしくお願いします。

今日は森野職業奉仕副委員長に「モリノブライズ（株）新職業奉仕」と題して従業員
の方に卓話をしていただきました。
はじめにプリンセスガーデンなびの伊東さんに新事業について説明していただきま
した。事業内容は、結婚式場を探しているカップルに最適なチャペルや披露宴会場
をお世話する仕事です。
現在、日本の社会では、少子高齢化が進み未婚率が非常に高い社会です。
結婚式を挙げる事は、何よりもお二人の幸せな思い出となり、そして絆を深める事で
あり、呼ばれた方々も嬉しいものだと思います。私どもの事業を通して地域の活性化
に貢献し、少子化対策の一助に成れば幸いです。

次にフォトスタジオメゾンの森野さんにお話をいただきました。
私どもの仕事は、お宮参り・成人式・家族写真・等各種記念撮影を通して、人生の節
目となる思い出を写真に残こすお手伝いをしおります。
この仕事を通じて地域社会への奉仕とは？何が出来るか？
私達の仕事は、ただ撮影しているのではなく、どこよりも家族の絆が深まる場所の提
供だと考えています。
生まれてきてくれてありがとう・産んでくれてありがとう・育ててくれてありがとう・娘、息
子へ幸せになって欲しい・一緒にいてくれてありがとう・長生きして欲しい。
私達の仕事は、『ありがとう』という感謝の気持ちを感じる感動的な一日を作る事だと
思います。弊社の職業奉仕とは、地域社会に「笑顔」「思いやり」「感謝の気持ち」を
満ち溢れさせる事だと思います。

最後に森野職業奉仕副委員長にお話をまとめていただきました。
職業奉仕とは、自分の仕事を見つめ直して、社会との関わりにいて考える。
それが本当のロータリーの職業奉仕ではないかと思います。

本日は、森野職業奉仕副委員長及びモリノブライズ㈱の社員の方々、貴重なお話し

◆轟会員
　1.妻の誕生日のお花を有難うございます。
　2.先日のらくスパでは、お世話になりました。
◆福嶋会員
   富津シティＲＣの皆様、今期も宜しく。アロハーー！
◆野口会員
　 秋山会長はじめ、富津シティＲＣの皆様ようこそ。
◆増田会員
　 モリノブライズ御一行様、本日の卓話宜しくお願い致し
　 ます。
◆秦会員
   富津シティＲＣの皆様、暑い中ご苦労様です。
◆小山会員
　 モリノブライズ（株）森野様、伊東様、本日の卓話楽しみ
　 にしております。
　 富津シティＲＣの皆様、今年度も宜しくお願い致します。
◆松中会員
　 富津シティＲＣの皆様、ようこそ。
　 モリノブライズの新職業奉仕の卓話、宜しくお願い申し
　 上げます。
◆鈴木会員
　 秋山会長をはじめ、富津シティロータリークラブの皆様、
　 ようこそマリーンへおいで下さいました。
　 楽しんで行ってください。
　 川崎大師ロータリークラブの横山様、中村様ようこそお
　 越しくださいました。
　 モリノブライズ（株）伊東様、森野様本日の卓話楽
　 しみにしております。
◆山本会員
 　富津シティＲＣの皆様、暑い中にもかかわらずようこそい
　 らっし ゃいました。いつもお世話になります。

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 安本好勝　副会長

 モリノブライズ(株)
 　 プリンセスガーデン

　伊東 千沙　様
　 フォトスタジオメゾン

　森野 秀昭　様

　　森野知良
　職業奉仕副委員長

★7/23(木)分　河口年度の例会に出席出来ず大変申し訳ございません。川崎マリーンＲＣの今年度が素晴らしい一年
　 となり顕著な業績を残されますよう祈念申し上げます。(川崎ＲＣ 会長 山本浩文様、幹事 中野喜正様）
★川崎マリーンロータリークラブ様には色々お世話になります。8/5お待ち申し上げます。（富津シティＲＣ）
★川崎マリーンＲＣの皆様、本日は表敬訪問に伺いました。今年一年貴クラブの益々のご発展をご祈念申し上げます。
（富津シティＲＣ　会長 秋山和彦様）
★初めての訪問です。
　宜しくお願い致します。(川崎ＲＣ 山田哲夫様様）
★地区ロータアクト全クラブ合同例会に河口会長、ご出席いただき
　ありがとうございました。これからもよろしくお願い致します。
（地区ﾛｰﾀｱｸﾄ委員会　委員長　横山俊夫様）
★前年度は大変お世話になりまして有難うございました。
（川崎大師ＲＣ 中村眞治様）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東日本大震災義援金　 5,000　円

　　　累計金額 　　 17,000　円

本日のニコニコ　　　42,000　円

　　　累計金額  　 207,000　円

本日の卓話
　

『 モリノブライズ㈱ 新職業奉仕 』


