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                                           　　出席委員長

                                     親睦活動委員長

伊藤恒満　幹事

河口会長より
　　増田直前会長へ

幹事報告
　　　　

ありません

ありません

河口武生　会長 ゲ ス ト

伝達式＆前三役功労表彰

前期三役功労表彰

　 　　　 2014-15年度

 　　　 ロータリーデー実施

地区から感謝状をいただきました

    

1.会員証を配布致します。ご確認下さい。
2.2015-16年度　上期地区資金振込依頼
3.2015-16年度　ＲＩ半期報告
4.その他
　○表敬訪問のご来訪予定
       9日:第1ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐　小林和雄様
　　　　　　川崎南RC,川崎幸RC,川崎大師RC,新川崎RC
     16日:川崎中央RC
     30日:富津ｼﾃｨRC
　○7/16(木)外部卓話で報徳博物館 理事長 草山昭 様
　 　にお越しいただきます。

伊藤恒満　出席委員長■
　出席100％表彰式（裏面に写真掲載）
■山崎美津夫　親睦活動委員長
　7/23(木)夜間例会のお知らせ
■増田敏雄　直前会長
　前年度の活動への感謝状贈呈（裏面に写真掲載）
■山本栄次　広報・雑誌・記録委員長
　ロータリーの友、ガバナー月信掲載記事に関する
　報告を雑誌に添付致しました。

1.大野清一パストガバナー退任挨拶及び御礼。
2.2014-15年度ロータリーデー感謝状
3.7/14(火)拡大増強セミナー　15：00～17:00
　河口会長、飯坂会員増強委員長　出席

4.9/4(金)第13回ﾛｰﾀﾘｰ日韓親善会議　13：00～
  場所:ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽ新高輪　会議:15,000円
　皆様へ回覧にしますのでご参加の方は丸を
　付けてください。
5.名古パスト会長一周忌 偲ぶ会の写真を回覧
　します。

今後の予定

 7月 9日(木)「理事役員・委員長挨拶」◎
◎ 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　　　　　　　　　　 

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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会員数

(敬称略)

本　日

前々回

前々回
メーク
アップ

出席率
該当者

出席者 欠席者 出席率
メーク
アップ

ホームクラブ

出席率

前回修正

内田秀彰

33

35

31 25 80.65

34 27 79.41     7      1

    8 

82.35

増田敏雄 直前会長

河口武生 直前副会長

伊藤秀司 直前幹事

　　　



理事・役員・委員長　退任挨拶
　　　　　

　河口武生　会長　 　  伊藤恒満  幹事　 　   安本好勝　副会長　

　

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 安本好勝　副会長

★お世話になります。（森本邦康 様　川崎中央ＲＣ）

◆山本会員
　 御幡さん、先日は大変にご苦労様でした。
　 三役の皆様、一年間頑張ってください。
　 新年度も宜しくお願い致します。
◆鈴木会員
   河口丸の無事の出航をお祈りいたします。
　 ＳＡＡとして一年間つとめますので皆様のご協力をお願い
　 致します。
◆小山会員
　 河口丸の無事の航海をお祈り致します。
◆中條会員
   今日から新年度スタート。皆様宜しくお願い致します。
◆茶谷会員
　 三役の皆様、頑張ってください。天候不順で困ります。
◆森野会員
　 河口さん。会長待ってました。カミカミエブリバディー！
◆伊藤秀司会員
　 今日の朝は時間を持て余し、ゴルフ５に寄ってしまいました。
　 今期はだだの人、少し淋しいですが．．．
◆河口会員
　 今期、一年間大変不慣れですが会員の皆様の代表として
　 頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。
◆伊藤恒満会員
 1.西尾さん、昨日は有難うございました。
 2.茶谷元幹事、安本元幹事、望月元幹事、御幡元幹事、
　 伊藤秀司前幹事そしてなぜか宮本さん、先日は有難うご
　 ざいました。
 3.「名古さんを偲ぶ会」御幡さんをはじめ、皆様お疲れ様で
　 した。とてもいい会でした。
 4.最後に一年間宜しくお願いします。
◆安本会員
　 河口会長、就任おめでとうございます。
　 皆様とともに有意義が一年にしていきましょう。

◆宮本会員
　 河口年度出発。おめでとうございます。
◆轟会員
 1.河口年度スタートを心より祝福申し上げます。
 2.増田前年度三役様、ご苦労様でした。
 3.なでしこジャパン、相手チームのパセットがオンゴール。
    決勝進出。
◆御幡会員
 1.河口会長、伊藤恒満幹事、安本副会長頑張ってください。
 2.先週は名古治前会長の"偲ぶ会"に参加の皆様、本当に
　  ありがとうございました。
◆福嶋峰会員
　 河口新会長の船出を心より祈ると共にマリーンＲＣの益々
　 の発展に期待しています。
◆島田会員
　 河口丸の出港をお祝い申し上げます。
◆秦会員
　 いよいよ、新年度のスタートです。体調には十分留意く
　 ださい。
◆野口会員
　 河口会長、伊藤幹事一年間のご活躍をお祈り申し上げ
　 ます。
◆増田会員
　 河口丸の出航をお祝い申し上げます。伊藤恒満機関長
　 安本好勝航海長と共に充実した航海を祈念いたします。
　 乾杯委員として盛り立てます。
◆山崎会員
　 皆さんこんにちは。朝からサッカーの応援でハラハラ、ド
　 キドキでした。今期一回目の例会に来れて良かったです。
   親睦活動委員長を頑張りますので民さんご協力お願いし
   ます。
◆小枝会員
　 今日から新年度です。気分一新がんばりましょう。
　 顔治りました。まだ少し変なのは生まれつきです。
　 アハハハハ～。

三役就任挨拶

東日本大震災義援金　 6,000　円

　　　累計金額 　　　6,000　円

本日のニコニコ　　　62,000　円

　　　累計金額  　　62,000　円

ホームクラブ出席100％
メークアップ含む
ホームクラブ出席100％ 特別賞

　出席１００％表彰

　　　ホームクラブ　4名

　　　メーク含む　 13名

　　　特別賞　　　　  1名

2014-15年度
地区委員会活
動にご尽力い
ただきました。
皆様、お疲れ
さまで
した。

2014-15年度
ニコニコBOX
に多大なるご
協力をいただ
きました。

クラブ会報担当：小枝義夫 委員長


