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「手に手つないで」
「笑顔のつどい」 
　ソングリーダー 伊藤恒満 会員

　

伊藤秀司　幹事幹事報告

　　　　

1.例会変更のお知らせ
2.ﾛｰﾀｰｱｸﾄ横浜地区説明会開催のご案内
　11/16(日)JR保土ヶ谷駅⇒横浜台町までｳｫｰｷﾝｸﾞ
3.学童野球大会　新人戦開会式ご案内
　開会式：11/8(土)12：00頃予定　大師球場
　※地区大会重複
　閉会式：11/16(日)13：30頃予定 大師球場
4.10/23(木)の例会は川崎ＲＣ合同例会です。
　川崎日航ホテル 集合12：00

今後の予定

委員会報告

◎ 10月23日(木) 川崎ＲＣとの合同例会
　　　　　　　　卓話者 大山阿夫利神社 宮司
　　　　　　　　　　　 目黒　仁 様
 　　　　　　　　演　題『大山街道の変遷について』

◎ 10月30日(木) ７クラブ親睦ゴルフ大会

◎ 11月 6日(木) ガバナー補佐ご来訪・クラブ協議会
　　　　　　　　国際ロータリー 第2590地区
　　　　　　　　ガバナー補佐 中村 眞治 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/

E-mail:marin-rc@eagle.ocn.ne.jp
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スピーカー紹介

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　

川崎ＲＣ　　川崎中ＲＣ　　新川崎ＲＣ　

●川崎百合丘ＲＣ
  10/21(火)　移動例会　職場訪問
　11/11(火)⇒11/8(土)へ移動例会地区大会参加
●川崎中原ＲＣ
  10/30(木)　休会（定款細則による）
　11/6 (木)⇒11/8(土)へ移動例会地区大会参加
●川崎北ＲＣ
  10/29(水)　休会（定款細則による）
  11/5(水)⇒11/8(土)へ移動例会地区大会参加
●川崎幸ＲＣ
  11/7(金)⇒11/8(土)へ移動例会地区大会参加
  12/19(金)⇒12/16(火)へ夜間移動例会
　年忘れ家族会
●川崎中央ＲＣ
　10/27(月)　通常例会終了後　職場訪問

■山本栄次　国際奉仕副委員長
　10/6国際奉仕委員長会議の報告
■山本栄次　広報・雑誌・記録委員長
　タウンニュース、ロータリーの友の報告

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

ビジター紹介　　　　

　
北瀬　達也　様（横浜ＲＣ）

森川友生男　様（川崎中央ＲＣ）

伊藤恒満　　　　　　出席報告

会長報告 増田敏雄　会長 

                                           　　出席委員長

1.地区補助金審査結果及び手順ご案内
　地区補助金額：＄2,300
2.第１グループ 青少年交換学生ﾎｾ･ｼﾞｬｲｰﾙ君
　受入補助金のお願い
3.地区大会展示パネルサイズ変更のご連絡
　当ｸﾗﾌﾞはﾓﾆﾀｰによる映像にて参加申請中
4.その他
①10/18(土)水辺の楽校ハゼ釣り教室
　※13：00～15：00
②10/18(土)同上の場所で
『地区補助金決定！ ロータリーデー』開催　
③本日、理事会あります。
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ロータリー米山奨学生

湯 文 明 さん



クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

　　　

　　

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 河口武生　副会長

★鎌倉散策お世話になりました。（富津シティＲＣ）

★横浜ＲＣの北瀬と申します、地区では轟さんと小山さんに

　ご指導をいただいております。本日は宜しくお願いします。

（北瀬達也様　横浜ＲＣ）

★本日は、轟先輩の卓話を勉強させていただきに参りました。

　宜しくお願い致します。（森川友生男様　川崎中央ＲＣ）

◆小枝会員
　先日のポリオ撲滅チャリティゴルフコンペ強風
　の中参加して参りました。大変疲れました。
　参加された皆さんご苦労さまでした。
◆松中会員
　鎌倉散策の皆様、御苦労様でした。
　轟委員長卓話宜しくお願い致します。
　所用にてお先に失礼します。
◆山本会員
　轟さん、本日はご指導宜しくお願い致します。
◆内田会員
　埼玉の後始末やっと終わりました。
　東京で真面目に頑張ります。
◆森野会員
　来週からまた４週休みます。
　伊藤恒満委員長、メイクばっちりやります。
◆増田敏雄会員
1.地区GG委員長轟淳次様、本日の卓話宜しくお願
　い致します。
2.今月に入ってから７つのイベントがあり多数の
　会員ご家族の御協力の賜りました事御礼申し上
　げます。
3.40ｲﾝﾁﾃﾚﾋﾞとﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ展示用に 84,69円で購入
　しました。今後クラブ内の情報提供にと展示に
　活用します。
4.10/18ロータリーデー実行予定です。
　ご協力重ねてお願い申し上げます。
◆伊藤秀司会員
　轟グローバル補助金委員長、本日の卓話宜しく
　お願い致します。昨日、娘がもう一台の車ティ
　アナを大破しました。修理代が．．．。
◆河口会員
　轟グローバル補助金委員長様、本日の卓話宜し
　くお願い致します。

◆茶谷会員
　鎌倉散策出席の皆様、御協力有難うございま
　した。
　まだまだ行事が続くので頑張ります。
◆野口会員
　轟グローバル補助金委員長、本日の卓話よろ
　しくお願い致します。
◆轟会員
　本日は横浜ＲＣ北瀬様、川崎中央ＲＣ森川様
　ようこそ。
　つたない卓話ですが宜しくお願い致します。
◆島田会員
　轟さん、今日の卓話宜しくお願い致します。
　先日の湯君の歓迎会有難うございました。
　森川さん、いらっしゃいませ。
◆小山会員
　RID2590 R財団補助金委員会　轟GG委員長様
　GGの話解り易くご教授下さい。
◆栄居会員
　轟委員長、宜しくお願い致します。
◆伊藤恒満会員
　轟さん、卓話宜しくお願いします。
◆秦会員
　今日の卓話は難しい補助金の話なんでじっく
　り聞かせてもらいます。
◆福嶋会員
　アロハー！
　先の鎌倉散策はお疲れ様でした。
　懇親の席では楽しく唄わせていただきました。
◆鈴木慎会員
  先日のディナーパーティ出席の皆様、お疲れ
　様でした。
　轟地区Ｒ財団のグローバル補助金委員長、本
　日の卓話宜しくお願い致します。
　北瀬様、森川様、本日はようこそおいでいた
　だきました。
◆武藤会員
  轟さん、本日の卓話楽しみにしています。

本日の卓話

東日本大震災義援金　 5,000　円

　　　累計金額 　　 39,000　円

本日のニコニコ　　  39,000　円

　　　累計金額  　 390,000　円

『 ＧＧ補助金の計画から実施まで 』
本日は地区R財団ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金委員会 轟淳次委員長にグローバル補助金に
ついて解説していただきました。
初めにロータリーの創業期とロータリー財団の設立、その歴史と意義。また
国際ロータリーとロータリー財団とは法的には違う組織ではあるが、その目
的・使命・活動は両者一体のものであるということを説明していただき、具
体的なグローバル補助金の手続きMOU（覚書）や事務手続きの説明、またグ
ローバル補助金の6つの重点分野など資料を配布していただき分り安く説明
して下さいました。現在進行中の地区でのプロジェクトについてもお話しい
ただき大変勉強になりました。
我々ロータリアンは、「入りて学び、出て奉仕せよ」と言う言葉が示す様に
自己研鑽に励み、人の為に役立つ奉仕活動を心がけて行かなければなりませ
ん。グローバル補助金について学び、奉仕活動の輪を世界に広げることが出
来る事を知り、ロータリーの活動の素晴らしさを心から感じる事が出来まし
た。轟淳次委員長、貴重なお話しをありがとうございました。

【卓話資料は別紙配布にて】

国際ロータリー第2590地区
R財団委員会　
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金委員長
　　 轟　 淳 次　様


