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伊藤秀司　幹事幹事報告

　　　　

1.例会変更のお知らせ
2.ロータリーレート　４月より　１ドル＝118円
3.4/17(金)拡大増強・退会防止ｾﾐﾅｰ
　15：00～17：00、懇親会17：00～19：00
　伊藤秀司幹事、飯坂会員増強委員長

●川崎中ＲＣ
　3/31(火)　昼例会→夜間移動例会
　　　　　　　　「お花見例会」に変更
　4/28(火)　休会→通常例会に変更
　5/  5(火)　休会

今後の予定

委員会報告

◎ 4月 2日(木)　 「勝手に大きくなった名門会」
　　　　　　　　　　　飯坂　俊弘  会員
◎ 4月 9日(木)　 松中秀司会員担当　外部卓話
　　　　　　　　　　  「川崎東口地区の歴史と未来について」
　　　　　　　　　　　川崎市まちづくり局　小林 延秀　様
◎ 4月16日(木)　「外部卓話」
　　　　　　　　　　　川崎市立定時制高校 弁論大会より
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伊藤恒満　　　　　　出席報告

会長報告 増田敏雄　会長 

                                           　　出席委員長

1.3/29(日)地区研修協議会ご参加の皆様、宜しく
　 お願 い致します。
2.全日本学童軟式野球川崎区大会
　閉会式 14：00頃～　大師少年球場
3.川崎中央ＲＣ創立30周年記念式典参加の件
4.川崎南ＲＣ創立55周年記念式典参加の件
5.その他
①3/20(金)稲生ＲＣ創立25周年記念の報告
②3/21(土・祝)全日本学童軟式野球川崎区大会
　参加は、河口会員、小山会員、山崎会員、
　増田洋一会員、鈴木会員、山本会員
　増田敏雄会長、伊藤秀司幹事　8名

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
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国際ﾛｰﾀﾘｰ 第2590地区

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐　中村眞治 様

■小山宏明　青少年奉仕副委員長
　 川崎 マリーンＲＣ旗 学童野球春季大会(京町小学校)
    4/5(日)開会式　8時～　
　  4/19(日)閉会式　14時～ 決勝及び閉会式予定
■伊藤恒満　次年度幹事
　  3/29(日)地区研修協議会開催
　  出席の方は、川崎駅10：30集合
■河口武生　副会長
　・水辺の楽校がNHK首都圏ﾈｯﾄﾜｰｸで放送されました。
　・次年度ﾛｰﾀﾘｰ青少年交換ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ募集の件、
　　ぜひ皆様の御協力をお願い致します。
■野口四郎 会員
   青少年交換学生を迎えるあたり委員会発足しました。
　 現三役、次三役、御幡青少年奉仕委員長、野口会員
　  

　　

　　

　　

③3/22(日)湯君、大学卒業・学位授与記念ﾊﾟｰﾃｨｰ
 　に出席しました。以前カン君をお世話いただいた
　 上田教授にもお会い出来ました。　
　 内田会員、河口会員、野口会員、島田地区米山学友
　 委員、西尾ｶｳﾝｾﾗｰ、増田敏雄会長が出席しました。　　

ロータリー米山奨学生

湯 文 明 さん

福嶋安行・伊藤恒満・増田洋一

ご卒業おめでとう
　　　　　ございます 



クラブ会報担当：山崎美津夫委員長

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 河口武生　副会長

例会場で会員が自由意思で善意の寄付金を入れる箱。1936年大阪ＲＣで初めて実施されたロータリー
特有のもので、会員、家族、事業場等の慶び事、お祝い事をニコニコしながら披露し、喜びを分かち
合い、又失敗したり、迷惑をかけたときもユーモアたっぷりに苦笑し、例会を賑わせて親睦を増進し
集まったお金は主として奉仕活動資金に使われる。

★髙橋さん入会オメデトウございます。
　 山本パスト会長、中條さんのメークアップお疲れ様でした。
　（国際ロータリー　第2590地区　ガバナー補佐 中村眞治 様）

東日本大震災義援金　 4,000　円

　　　累計金額 　　 79,000　円

本日のニコニコ　　  15,000　円

　　　累計金額  　 771,000　円

◆山本会員
　 先週は下痢をおこして苦労しました。
　 河口さん、今日のお話楽しみです。
　 皆様、入口のボードに貼ってあるもの見て下さいね。
◆中條会員
　 湯様、お久しぶりですね！
　 本日もマリーンロータリークラブで楽しい時間過ごし
　 ます。
◆増田洋一会員
　 年明けからトラブル対策、新規事業対応で、てんてこ　
　 舞いでした。トラブルがやっと収束しそうです。
◆増田敏雄会員
　 春らんまん、週末は絶好のお花見日和になるそうで
　 す。いつも活発に奉仕活動にご協力いただき有難う
　 ございます。
◆伊藤秀司会員
　 湯文明君、ご卒業おめでとうございます。
　 ４月から社会人頑張ってください。
◆河口会員
   本日の卓話は固い話で申し訳ございません。
　 宜しくお願い致します。

◆福嶋会員
　 湯さん、ご卒業おめでとう。
　 卒業式に列席できず失礼をお許しの程を。
◆鈴木会員
 1.湯君、ご卒業おめでとうございます。
　 これから頑張ってください。
 2.中村ガバナー補佐、ようこそおいで下さいました。
　 ご指導の程お願い致します。
 3.本日の協議会宜しくお願い致します。
◆秦会員
　 湯さん、卒業おめでとう。
　 記念パーティーに参加出来なくてごめんなさい。
◆轟会員
　 河口委員、鈴木委員、両名本日の卓話よろしく。
　 わかりやすくお願い致します。
◆小山会員
　 河口会長エレクト、鈴木Ｒ情報研修委員長
　 本日の卓話わかりやすい言葉でお願い致します。
◆山崎会員
　 先週の学童野球参加の皆さん、ご苦労様でした。
　 今週の決勝戦はきっと桜満開の中での決戦になると
　 思います。今週行かれる人は花見も兼ねて下さい。

　　　

　　

本日の卓話

河口武生 会員 鈴木慎二郎 会員

長期計画委員会 『クラブ定款並びに細則の変更(案)』

スマイル・ボックス（ニコニコボックス）のおなはし


