
★司会　安本好勝 SAA
点鐘　増田敏雄 会長★
ロータリーソング★

「それでこそロータリー」
 
　ソングリーダー 小山宏明 会員

　

伊藤秀司　幹事幹事報告

　　　　

1.例会変更のお知らせ
1.米山学友会のご案内
　10/4（土）総会18：30～　懇親会19：30～
　場所：ウイリング横浜

今後の予定

委員会報告

◎ 10月 2日(木)「鎌倉散策＆夜間移動例会」

◎ 10月 9日(木)　振替休会（11/8地区大会へ振替）

◎ 10月16日(木)「ＧＧ補助金の計画から実施まで」
　　　　　　　　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

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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国際基督教大学学長　日比谷 潤子 様
　
演題
　『ＩＣＵロータリー平和センターについて』 

増田敏雄　会長 

ゲ ス ト

スピーカー紹介

　　

・飯田富慈子 様　　・福嶋三恵子 様

・竹本　一子 様　　・秦　　紀子 様

・河口　光位 様　　・島田　典子 様

・飯坂美代子 様　　・山崎　恵美 様

・増田　裕子 様

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　

なし

●川崎高津ＲＣ
　10/13 (月)　休会祝日
　10/20 (月)　移動例会職場訪問
●川崎ＲＣ
　10/30 (木)　休会（定款第6条 第１節）
●川崎南ＲＣ
　10/14 (火)　移動例会　川崎市議会本会議場　
●川崎大師ＲＣ
　10/ 8 (水)　移動例会　職場訪問　
　　　　　　　三菱重工㈱横浜製作所金沢工場
　　　　　　　懇親会：横浜ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ

■御幡幸男　青少年奉仕委員長
　9/28(日)多摩川祭りへご協力のお願い
■松中秀司　親睦活動委員
　鎌倉散策の連絡事項
　参加の皆様宜しくお願いします。

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

特別ビジター紹介　　　　

　
国際ロータリー第2590地区

Ｒ財団委員会 Ｒ平和センター委員会 副委員長

　 高梨能理子 様（新横浜ＲＣ）

国際ロータリー第2590地区

Ｒ財団委員会 ポリオプラス委員会 副委員長

　 山室　宗作 様（神奈川ＲＣ）

国際ロータリー第2590地区

Ｒ財団委員会 Ｒ平和センター委員会 委員

　 柳下　節子 様（川崎とどろきＲＣ）

 
伊藤恒満　　　　　　出席報告

会長報告 増田敏雄　会長 

                                           　　出席委員長

1.9/18（金）社会奉仕委員長会議
　鶴田委員長代理　伊藤恒満副委員長が出席
2.9/20（土）水辺の楽校、
　 9/21（日）学童野球参加の皆様へ御礼
3.9/28（日）多摩川まつり開催にむけて
　ご協力のお願い　作業時間10～14時予定

会員数

(敬称略)
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ホームクラブ
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森野知良
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32 25 78.13 81.25     7      1
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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

★本日はお世話になります。卓話楽しみにしています（飯田富慈子 様）
★日比谷学長様の卓話楽しみに参りました。いつも平和ｾﾝﾀｰでお世話になりまして
　有難うございます。（高梨能理子 様　新横浜ＲＣ）
★ＩＣＵ日比谷学長先生には日頃より貴殿のクラブが大変お世話になり感謝申し上
　げます。川崎マリーンクラブの皆様、久しぶりにお伺いさせていただきました。
　（山室宗作 様　神奈川ＲＣ）
はじめての訪問です。日比谷学長のお話楽しみに伺いました。★

　（柳下節子 様　川崎とどろきＲＣ）

◆山本会員
  韓国でのアジア大会開会式に参加して参りました。
　さらに富川市3690地区のロータリアンの皆様ともお会いして
　参りました。
◆小枝会員
　先日のゴルフ大変お世話になりました。
◆増田洋一会員
　データエントリーの仕事を始めました。大手との契約が取れ
　そうです。
◆増田敏雄会員
1.本日はICU日比谷学長様を卓話者にお迎えしました。
　この機会を奥様方と共有したくお誘いしたところ、多数ご参
　加下さり有難うございます。
2.山室様、高梨様、柳下様地区役員の皆様いらっしゃいませ。
3.9/20水辺の楽校、9/21川崎市学童軟式野球大会表彰式ご参
　加の皆様、有難うございました。
◆伊藤秀司会員
　先日父の葬儀の際、ご多忙の折ご参列いただきましてありが
　とうございました。またクラブとして生花をお出しいただき
　有難うございました。
　昨日、無事告別式を終えさせていただきました。
◆河口会員
　国際基督教大学 日比谷学長様、本日はようそこいらっしゃ
　いました。卓話のほど宜しくお願い致します。

◆野口会員
　日比谷先生、本日は川崎マリーンＲＣへお越し下さりま
　して有難うございます。
◆秦会員
　日比谷潤子様、本日は雨の中有難うございます。
　ワイフ共に拝聴させていただきます。
◆小山会員
　日比谷学長様、本日の卓話宜しくお願い致します。
◆鈴木会員
　日比谷先生、本日のお話楽しみにしております。
　宜しくお願い申し上げます。
　本日は多くのお客様にもご来場いただき誠に有難うござ　　　
　います。マリーンＲＣの例会をお楽しみ下さい。
◆松中会員
　日比谷学長殿、卓話の程宜しくお願いします。
　河口さん、茶谷さん、鎌倉散策大変ご苦労様でした。
◆森野会員
　いらっしゃいませ！当クラブでの卓話有難うございます。
　これからもよろしくです。
◆島田会員
　日比谷学長様、本日の卓話楽しみにしています。
　宜しくお願い致します。
◆轟会員
　日比谷学長、本日の卓話楽しみにしていました。
　ＩＣＵ初代理事長(1953年)で日本人初のＲＩ会長
　(1968～69年)のテーマは｢参加し敢行しよう｣ですね！

本日の卓話

東日本大震災義援金　 4,000　円

　　　累計金額 　　 34,000　円

本日のニコニコ　　  30,000　円

　　　累計金額  　 352,000　円

『 ICUﾛｰﾀﾘｰ平和ｾﾝﾀｰについて 』
本日は国際基督教大学学長日比谷潤子先生をお迎えし「ＩＣＵロータリー平和セ
ンターについて」をテーマに卓話いただきました。
ロータリー平和センターは平和と紛争解決に関連する国際問題研究のさまざまな
側面に焦点を当てた独自の教育課程があります。学科は大学によって異なり、平
和研究、紛争解決、国際関係、国際開発対策、ジャーナリズム、環境問題、公共
保健、教育、行政学およびその他多種が含まれます。世界7つの大学に6つのロー
タリー平和センターがあり、日本では国際基督教大学が提携大学として2002年大
学院修士課程に設置されました。第1期生7名が入学、現在までに、全世界で463名
のフェローが誕生しそのうち70名がICUで学んでいます。ロータリー平和フェロー
の世界選考では実際に国際ロータリー本部(ｴﾊﾞﾝｽﾄﾝ)へ視察にも行って参りました。
プログラム課程修了後は世界平和へ貢献するための多種多様な活躍をしている。
本日お配りした冊子｢国際基督教大学ﾛｰﾀﾘｰ平和ｾﾝﾀｰﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ｣にはフェローの紹介
やその家族などが掲載されていますのでご覧ください。
＜プロフィール＞
【学歴】
1980年03月上智大学外国語学部フランス語学科卒業
1982年03月上智大学大学院外国語学研究科言語学専攻博士前期課程修了
1988年05月ペンシルヴェニア大学大学院言語学科博士課程修了
(Ph.D. in Linguistics)
【職歴】
1987年04月慶應義塾大学国際センター専任講師
1992年04月慶應義塾大学国際センター助教授
2002年04月国際基督教大学教養学部語学科準教授
･･･ ･･･
2012年04月国際基督教大学学長（現在に至る）

   ～本日のゲスト・特別ビジター 御来訪有難うございます～

国際基督教大学 学長
　日比谷　潤子 様

野口ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長


