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「四つのテスト」「我らの生業」
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伊藤恒満　幹事幹事報告

松本　寛（川崎中央ＲＣ）

ありません

河口武生　会長 

河口武生　会長 

ゲ ス ト

山崎美津夫　親睦活動委員長■
　第1回親睦活動委員会開催の件
　新会員歓迎会を7月23日夜間例会にて開催します。

1.10/3(土)第14回ロータリー全国囲碁大会のご案内
2.9/4(金)第13回日韓親善会議　
   13：00～　ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ新高輪
3.青少年交換学生の近況について
4.ポールハリスフェローのバッジ贈呈
　轟会員にﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ+4のピンバッジを贈呈いたします。

1.地区の各ｾﾐﾅｰ開催及びご出席者のご連絡
 ①7/14（火）増強拡大ｾﾐﾅｰ 15～17時
　  坂会員増強委員長、河口会長　出席
 ②8/3（月）研修・広報ｾﾐﾅｰ 15～17時
 　 鈴木委員長、山本委員長、河口会長　出席
2.7/20(日)ﾛｰﾀｰｱｸﾄ地区・研修協議会開催。
　 河口会長　出席
3.7/18(土)水辺の楽校開催「干潟観察会」10～12時
4.ﾏﾘｰﾝ協賛の「第22回かわさきﾛﾎﾞｯﾄ競技大会」
　 開催の案内 8/23(日)　9：00 ～ 18：40
5.富津シティＲＣ表敬訪問7/22→8/5（水）に延期。　
6.本日、理事会議事録を配布いたしますのでご一読
　 下さい。

今後の予定
 7月16日(木)「外部卓話」◎

　　　　　　　  　　『負薪読書図について』
　　　　　　　　　　 サンピアンかわさき 点鐘 12：30
                　　  報徳博物館　理事長　草山　昭　様
◎ 7月23日(木) ｢夜間例会　らく・スパ温泉｣ 
　　　　　　　　　　 集合　西口（JR川崎駅）16：30　45分出発
　　　　　　　　　　 点鐘　18：30　　　　　　　 
◎ 7月30日(木) 「モリノブライズ(株)新職業奉仕」　　　　　　　 
　　 　　　　①ﾅﾋﾞ奉仕 ﾌﾟﾘﾝｽｶﾞｰﾃﾞﾝ  伊藤 千沙 様
　　　　　　 ②ﾌｫﾄ奉仕 ﾌｫﾄｽﾀｼﾞｵﾒｿﾞﾝ 森野 秀昭 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/
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●川崎高津南ＲＣ
　  7/ 20  （月）休　会（定款細則による１回目）
    7/ 27  （月）→26日（日）に移動例会
　　　　　　　　　　　高津区区民祭参加
●川崎とどろきＲＣ
    7/20 （月）休　会
    8/10 （月）休　会
●川崎中原ＲＣ
    7/ 9 （木）定例早朝例会を昼例会に変更
　　　　　　　　　点鐘　12：30　ホテル精養軒
    7/30 （木）休　会（定款　年４回のうち1回目）
    8/13 （木）休　会（定款　一般に定められた祝日）
●川崎中ＲＣ
    8/11 （火）休　会

川崎とどろきＲＣ　川崎中ＲＣ

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

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　    会  長　船越 耕一  様
 　　　　　　   幹  事　布川 悟史  様

川崎幸ＲＣ　    会  長　押山 兼二  様
 　　　　　　   幹  事　土倉 護曜  様

川崎大師ＲＣ　  会  長　竹田 正和  様
 　　　　　　   幹  事　須山 文夫  様

新川崎ＲＣ　    会  長　山本 浩司  様
 　　　　　　   幹  事　川村 拓矢  様



クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

◆武藤会員
　 小林ガバナー補佐はじめ、各クラブの会長・幹事の皆様、よく
　　いらっしゃいました。
◆島田会員
　 竹田会長いつもお世話になっております。
　 今年度の活躍を期待しております。
　 河口会長、いよいよ待ちに待った年度が始まりました。
　 楽しい一年を期待しています。
◆鈴木会員
 1.国際ロータリー 第2590地区 第1グループ アシスタントガバナー
　 小林和雄 様はじめ、表敬訪問有難うございます。
　 当クラブの例会をお楽しみください。
 2.野口さん、三野さん、昨日は平和フェローのアンナさんとシリア
　 との楽しい食事会を有難うございました。
◆中條会員
　 今年も1年宜しくお願い致します。
◆河口会員
   本日は第１グループのガバナー補佐小林様始め、第１グループ
　 の各会長、幹事様、雨の中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。
◆伊藤恒満会員
　 小林ガバナー補佐、近隣クラブの会長、幹事の方々、ご来訪有
　 難うございます。一年間宜しくお願い致します。
◆安本会員
　 こんにちは。今年度（１年）宜しくお願いします。

◆秦会員
　 理事、役員、各委員長、就任おめでとうございます。
　 色々お世話かけますが宜しくお願いします。
◆野口会員
   小林ガバナー補佐様、お役目ご苦労様です。
　 第1グループの会長、幹事様、お役目ご苦労様です。
◆小山会員
    Ｒ.Ｉ.Ｄ.2590 第1G 小林AG始め、近隣の会長、幹事の皆様、
　　ようこそいらっしゃいました。
◆福嶋峰会員
　 小林ガバナー補佐のお越しをお待ちしておりました。
　 今後とも宜しくご指導のほどお願いします。
◆松中会員
 1.小林ガバナー補佐始め、皆々様ご苦労様です。
　  宜しくご指導のほどお願いします。
 2.湘南オペラ発表コンサートご出席の皆様、有難うございました。
◆増田洋一会員
　 国際奉仕委員長を背任しました。
　 皆様ご支援をお願い致します。
◆轟会員
　 小林Ｇ補佐様はじめ、第１グループ会長・幹事様ようこそおいで
　 下さいました。
　　本年一年間宜しくご指導をお願い致します。

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ
安本好勝　副会長

★本日は表敬訪問に伺いました。河口会長はじめ会員の皆様、一年間宜しくお願い致します。
（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）
★表敬訪問に参りました。宜しくお願い致します。（川崎南ＲＣ　会長 船越 耕一 様、幹事 布川 悟史 様）
★本日は、表敬訪問に参りました。貴クラブのご隆盛を心より祈念申し上げます。
　一年間宜しくお願い申し上げます。（川崎幸ＲＣ　会長 押山 兼二 様、幹事 土倉 護曜 様）
★河口丸の無事の航海を祈念します。本日は表敬訪問に参りました。どうぞ、一年宜しくお願いします。
（川崎大師ＲＣ　会長 竹田正和 様、幹事 須山 文夫 様）
★河口会長はじめ、三役理事役員のご活躍をご祈念申し上げます。（川崎中央ＲＣ　松本 寛 様）
★本日は表敬訪問に伺いました。一年間宜しくお願い致します。
（新川崎ＲＣ　会長　山本 浩司 様、幹事　川村 拓矢 様）

東日本大震災義援金　 3,000　円

　　　累計金額 　　　9,000　円

本日のニコニコ　　　66,000　円

　　　累計金額  　 127,000　円

  会計

内田秀彰　

 広報・雑誌・記録

  

　 山本栄次

  親睦活動

 山崎美津夫

米山記念奨学事業

　三野公一　

　出席

小山宏明

会員選考

森野知良

国際奉仕

増田洋一

職業奉仕

ｸﾗﾌﾞ会報

小枝義夫

友好クラブ

 松中秀司

プログラム

野口四郎

職業分類

武藤泰基

ﾛｰﾀﾘｰ財団

宮本欣淳

理事・役員・委員長　退任挨拶
　

　　 一年間御協力のほど宜しくお願い致します

  ピンバッジの贈呈
　 
　 ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ
　　ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 4

　 轟　淳次 会員

昨年度川崎マリーンＲＣで卓話をしていただいた
ロータリー平和フェロー12期生のアンナさんと
シリアさん、それに交換留学生であった志村さんに
ご参加をいただき、お別れ会を開催しました。
無事にICUを優秀な成績で卒業をされました
お二人に対して卒業のお祝いと卓話の御礼とお別
れを兼ねて銀座の美登利寿司でお別れ会を開催
しました。
三野会員、鈴木会員には雨の中、ご参加を頂き
ありがとうございました。


