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「それでこそロータリー」 
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野口四郎　副幹事幹事報告

　　　　

1.例会変更のお知らせ

今後の予定

委員会報告

◎ 11月27日(木)「地区補助金の
　　　　　　　　　プロジェクト申請と有効活用」
　　　　　　　　国際ロータリー　第2590地区
　　　　　　　　Ｒ財団委員会地区補助金
　　　　　　　　小山 宏明 委員長

◎ 12月 4日(木)「年次総会」　第2交流室にて

◎ 12月11日(木)「ロータリー米山奨学生卓話」
　　　　　　　　湯文明 さん　　　　　　
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川崎とどろきＲＣ　川崎中ＲＣ　

●川崎多摩ＲＣ
     11/27 （木） 移動例会　職場見学
     12/18 （木） 夜間移動例会　年末家族会
     12/25 （木） 休会

■茶谷龍太　親睦活動委員長
　11/25(火)３ＲＣ祝賀会及び親睦定例会開催
　18：30～「とんかつ和富」にて

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

ビジター紹介　　　　

　
なし

伊藤恒満出席報告

会長報告 増田敏雄　会長 

                                           　　出席委員長

1.2017-18年度ｶﾞﾊﾞﾅﾉﾐﾆｰ候補者推薦依頼の件
2.2014-15年度ポリオへの寄付の御願い　
   クラブ送金済み
3.ｼﾞｬﾊﾟﾝﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰIN東京開催のご案内 
   2/4（水）14：00 ～ 19：30　ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ
※RＩ会長ご来訪スピーチ、ご夫妻晩餐会開催。
4.意義のある業績賞候補プロジェクト募集のご
　案内
5.ロータリー米山奨学生・学友年末パーティー　

　12/7(日)18：00～20：00

6.ローターアクト年次大会のご案内
　12/21(日)本大会13：00～17：00　日石横浜ﾎｰﾙ
　　　　　  懇親会17：30～　ブリーズベイホテル
7.その他
①12/1(月)Ｒ財団補助金管理セミナー開催
　増田会長、宮本Ｒ財団委員長ご出席
②11/23(日)マリーン協賛　学童野球
　　開会式8：00～小田球場 
③当クラブ鶴田会員のクラブ継続の件
④3RC合同例会でのｱﾄﾗｸｼｮﾝ優勝、祝賀会及び
　親睦定例
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国際ロータリー 第2590地区　ガバナー

　　大野 清一 様（横浜東ＲＣ）

御同行　　

　　河　泳達  様（横浜東ＲＣ）

第１グループ　ガバナー補佐

　　中村 眞治 様（川崎大師ＲＣ）



　
　　

　　

本日の卓話

　　　　　

  国際ロータリー 第2590地区

   　　　　ガバナー
 　　　大野 清一 様

　ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 河口武生　副会長

★本日は公式訪問に参りました。どうぞよろしくお願い致します。

（国際ﾛｰﾀﾘｰ 第2590地区 ガバナー 大野 清一 様(横浜東ＲＣ)）

本日は大野ガバナーの同行で参りました。川崎マリーンＲＣ様★

　にはポリオ撲滅ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ大会それに2590地区大会の大勢の参

　加を心より御礼申し上げ本日も重ねて宜しくお願い致します。

（河 泳達 様（横浜東ＲＣ)）

★大野ガバナーをご案内に参りました。

　宜しくお願い申し上げます。（国際ﾛｰﾀﾘｰ 第2590地区 第1ｸﾞﾙｰﾌﾟ

　ガバナー補佐 中村眞治 様(川崎大師ＲＣ)）

◆茶谷会員
   内田さん、マリリンファイブの、そしてバック
　ダンサーの皆様、御協力有難うございました。
　また、宜しく願いします。
◆山本会員
　栗原さん、河口様、ロータリーの友への投稿に
　ついて色々とお世話になります。
◆森野会員
　ガバナーに敬意を表し５週間ぶりに出席です。
　すいません、来週旅行の為欠席です。
　メイクを頑張ります。
◆増田敏雄会員
  大野ガバナー様、本日の公式訪問宜しく御指導
　の程、お願い致します。
　中村ガバナー補佐、いつもお世話になっており
　ます。本日も宜しくお願いします。
◆河口会員
　大野清一ガバナー様、本日はようこそいらっ
　しゃいました。
　宜しくお願い申し上げます。

◆秦会員
　大野ガバナー、一年間多忙を極めることと思
　います。体には十分留意して下さい。
　本日は宜しくお願いします。
◆野口会員
　大野ガバナー様、ご無沙汰しております。
　本日は宜しくお願いいたします。
　中村ガバナー補佐様、お世話になっており
　ます。
◆島田会員
　大野ガバナー、いらっしゃいませ。
　本日はご指導宜しくお願い致します。
◆松中会員
　大野ガバナーようこそ。
　ご指導の程宜しくお願い致します。
◆鈴木会員
　大野ガバナー、中村ガバナー補佐、河様よう
　こそおいで下さいました。
　ご指導の程宜しくお願い申し上げます。
◆轟会員
　大野ガバナー、中村ガバナー補佐、本日は宜
　しく御指導の程をお願い致します。
◆小山会員
　大野清一ガバナー様、ようこそいらしゃいま
　した。
　本日はご指導ほ程、宜しくお願い致します。 クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

東日本大震災義援金　 2,000　円

　　　累計金額 　　 43,000　円

本日のニコニコ　　  35,000　円

　　　累計金額  　 489,000　円

大野清一ガバナー 公式訪問 ガバナー公式訪問記念寄付

　　ロータリー財団

　　　米山奨学会

へ贈呈致しました。



本日の卓話

【2014-15年度　ＲＩ会長テーマ】

　　「ロータリーに輝きを」

　　　ただ座って暗闇を呪うよりも、ロウソクを灯したほうがいい

　　   ●会員増強

　　　 ●ロータリーファミリー、ロータリーデーの開催

　　　 ●率先して寄付を

　　　 ●ポリオ撲滅

【2014-15年度　国際ロータリー　第2590地区　地区方針】

　　 １． 会員増強・退会防止により一致結束し国際ロータリー第2590地区として減少から

　　　　　 増強にチームワークで反転攻勢をしましょう。

　　　２． ロータリーの公共イメージの向上、ライトアップロータリーへ、一人一人の奉仕

　　　　　  活動の参加、一人から世界 120 万人の奉仕で、ロータリーに輝きを与えましょう。

　　　　　 そして、ロータリーの認知度を高めましょう。

　　　３． ロータリーデーの開催により、ロータリーの活動を地域社会に知って貰う奉仕活

 動にローターアクター・インターアクターに参加して貰い、若い人に将来入会す

 るよう働きかける。ＲＹＬＡ（ライラ）参加者と共に育成していく。

　　　４． 地区主催のクラブ研修リーダー会議を開催し、各クラブにおける新会員へのロー

 タリー研修の推進を図る。

　　　５．ロータリー財団活動へのご理解とご寄付のお願い

　　　　　 目標　　　年次基金寄付　一人当たり　　　 ＵＳ 120 ドル以上

　　　　　　　　　　 恒久基金寄付ベネファクター  　 各クラブ 2 名以上

　　　　　　　　　　 ポリオへの寄付 今年度　 一人  5,000 円

　　　　　　　　　　（3 年間で 30 万ＵＳドル）

　　　６．ロータリー米山記念奨学事業へのご理解とご寄付のお願い

　　　　　 目標　　 普通寄付　　一人当たり　     5,000 円

　　　　　　　　　　 特別寄付　　一人当たり　    20,000 円

　　　　　　　　　　 合　計　　　 一人当たり       25,000 円以上

　　　７． 会長賞へ参加、会員増強、出席率の向上

　　　８． 東日本大震災への復興支援

　　　　　 一人一人が輝き共に奉仕活動をしよう世界を明るくしてロータリ－を楽しもう

ゲイリー C.K. ホァン （黄 其光）

2014－15年度RI会長

2014年　国際協議会　国際祭りの夕べ(日本)

国際ロータリー第 2590 地区　大野清一ガバナー　

国際ロータリー会長　黄其光（ゲイリー C. K. ホァン）


