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伊藤秀司　幹事幹事報告
　　　　

増田敏雄　会長 

増田敏雄　会長 

内田秀彰　親睦委員 

ゲ ス ト

1.例会変更のお知らせ

なし

1.名古直前会長の葬儀について、お手伝いをさ
　せていただいた皆様にご家族から大変感謝を
　されました。心付けは会としていただきニコ
　ニコとさせていただきます。
2.表敬訪問の予定
　7/11(金)川崎幸ＲＣ、
  7/16(水)富津シティＲＣ、7/17(木)川崎ＲＣ

3.7/24(木)会長幹事会開催 会長、幹事で出席
4.地区セミナーについて
　7/8地区拡大増強退会防止セミナーに飯坂委員
　長と共に参加して参りました。
　各委員長は以下の委員長会議の予定をお願いい
　たします。
<今後の予定>
　7/17　研修リーダー  (鈴木委員長)
　8/4　 青少年奉仕 　 (御幡委員長)
　8/19  米山奨学会 　 (三野委員長)
　8/22　クラブ奉仕　 （河口委員長）　
　9/5　  ﾛｰﾀﾘｰ財団　 （宮本委員長）
　9/11　職業奉仕　　 （小枝委員長）
　9/19　社会奉仕　　 （鶴田委員長）
　10/6　国際奉仕　　 （佐藤委員長）
　10/23 雑誌　　　　 （山本委員長）
5.川崎南ＲＣ猪熊様お祝いについて
　8/7川崎日航ホテル　18：00～
　商工会議所副会頭就任、中小企業長官賞受賞記念
6.７クラブゴルフ変更
　10月9日→10月30日に変更する

特別ビジター紹介

ビジター紹介

　　　　

　　　　

　

　

川崎南ＲＣ　   会  長　花田 徹野  様

 　　　　　　  幹  事　山内 耕三  様

川崎幸ＲＣ　   会  長　佐藤 　隆  様

 　　　　　　  幹  事　守屋 正秀  様

川崎大師ＲＣ　 会  長　竹中 裕彦  様

 　　　　　　  幹  事　岩井 茂次  様

新川崎ＲＣ　   会  長　比嘉 　孝  様

 　　　　　　  幹  事　薮田 和利  様

なし

 

●川崎多摩ＲＣ
  7/17（木）休会
  7/31（木）夜間例会　18：30～　 
　8/14（木）休会
●川崎西ＲＣ
  8/ 8（金） 夜間例会　納涼家族会点鐘18：00
　8/15（金）定款休会
●川崎北ＲＣ
  7/23（水）夜間例会　点鐘18：00　家族親睦会
　7/30（水）休会　　　
  8/13（水）休会
●川崎中央ＲＣ
  7/21（月）祝日　海の日
  7/28（月）納涼夜間移動例会　点鐘18：00
　　　　　　 場所　銀座「吉澤」
  8/4(月)→7(木)に変更川崎マリーンＲＣ合同例会
　　　　　　 点　鐘　12：30
  場　所　サンピアンかわさき　
　　　　　　　卓話者　元神奈川県知事　松沢成文 様
  8/11（月）休会

＊週報を送ってくださったＲＣ

川崎ＲＣ　川崎南ＲＣ　新川崎ＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

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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理事・役員・委員長　退任挨拶
　　　　　

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ
三野公一　副会長

　  御幡直前幹事
一年間お疲れ様でした

◆鈴木会員
　第１グループの会長幹の皆様、横浜あざみＲＣの皆様、よ
　うこそおいで下さいました。
　川崎マリーンＲＣの例会をお楽しみ下さい。
　台風がそれるといいですね。
◆山本会員
　理事・役員各委員長の皆様、今期も頑張ってください。
　協力致しますので。
　台風に備え夜のお出かけは控えましょう。
◆森野会員
　副会長、適当にアレンジ願います。
◆増田敏雄会員
　横浜あざきＲＣ 会長 小野邊様、Ｒ財団委員長 小出様
　川崎南ＲＣ 会長 花田様、幹事 山内様
　川崎幸ＲＣ 会長 佐藤様、幹事 守屋様
　川崎大師ＲＣ 会長 竹中様、幹事 岩井様
　新川崎ＲＣ 会長 比嘉様、幹事 薮田様
　超大型の台風８号と共に表敬訪問においで下さり有難うご
　ざいます。
◆河口会員
　本日は各クラブ会長幹事の皆様、お忙しい中表敬訪問あり
　がとうございました。

◆野口会員
　近隣クラブの会長幹事様、今年度も宜しくお願い致し
　ます。
◆福嶋会員
　理事・各委員長の皆様、今年度も宜しく願います。
◆小山会員
　横浜あざみＲＣ小野邊会長様、小出Ｒ財団委員長様よ
　うこそいらっしゃいました。
　近隣クラブの会長・幹事様、本日は宜しくお願い致し
　ます。
◆秦会員
　近隣クラブの会長・幹事・副会長の方々、今期も宜し
　くお願いします。
◆茶谷会員
　会長・幹事の皆様、ようこそおいで下さいました。
　台風心配ですね。多摩川が氾濫しませんように！！
◆小枝会員
　山崎さん、週報のお仕事バトンタッチです。
　一年間宜しく。
◆内田会員
　本日はたくさんのお客様にお越しいただき有難うござ
　います。何か絶好調です！

★先日のシドニー他、ナイトでは川崎マリーンの皆様に大変お世話様になり有難うございました。
　本日は小出Ｒ財団委員長も楽しみにして参りました。（横浜あざみＲＣ　会長 小野邊薫様、Ｒ財団委員長小出弘子様）
★本日は表敬訪問に伺いました。第１回例会に参会出来ずに申し訳ありませんでした。増田会長様、伊藤幹事様をはじめ
　会員の皆様新年度のスタート誠におめでとうございます。皆様方の御指導、御協力のほど宜しくお願い申し上げます。
　皆様にとりまして楽しいロータリーライフの１年となりますようにお祈り致します。
　第１グループ轟ガバナー補佐様、一年間本当にお疲れ様でした。有難うございました。最後に直前会長 名古 治様のご
　逝去を悼み心よりご冥福をお祈り申し上げます。（川崎南ＲＣ　会長花田徹野様、幹事山内耕三様）
★本日は表敬訪問に参りました。新年度スタートに向けて増田会長、伊藤幹事をはじめ、貴クラブ会員皆様にとって良い
　一年になりますようご祈念申し上げます。（川崎幸ＲＣ　会長 佐藤隆様、幹事 守屋正秀様）
★先ずもって、直前会長名古 治様のご冥福をお祈り申し上げます。
　本日は表敬訪問にお伺いしました。増田会長、伊藤幹事をはじめ、川崎マリーンロータリークラブの皆様には1年間お
　世話になります。貴クラブのご活躍が輝かしいものとなられます事を心よりご祈念申し上げます。
　宜しくお願い申し上げます。（川崎大師ＲＣ 会長 竹中裕彦様、幹事 岩井茂次様）
★本日は表敬訪問に伺いました。増田会長、伊藤幹事をはじめ、川崎マリーンＲＣの皆様のご発展を御祈念申し上げま
　す。これから一年間お世話になります。宜しくお願い申し上げます。（新川崎ＲＣ 会長 比嘉孝様、幹事 薮田和利様）
★父の葬儀に際し、ロータリーの皆々様には大変お世話になり感謝申し上げます。受付対応いただいた皆様への心付けで
　す。些少ですが、ニコニコにしてください。（御長男 名古 さとし様、御長女 ゆかり様）

東日本大震災義援金　 3,000　円

　　　累計金額 　　　6,000　円

本日のニコニコ　　　64,000　円

　　　累計金額  　 130,000　円

理事・役員・委員長　就任挨拶

  会計

内田秀彰　

会員増強

飯坂俊弘　

 広報・雑誌・記録

  

　 山本栄次

米山記念奨学事業

　三野公一　

　出席

伊藤恒満
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森野知良

職業奉仕

小枝義夫

 ｸﾗﾌﾞ会報

山崎美津夫

ﾛｰﾀﾘｰ情報

ﾛｰﾀﾘｰ研修

鈴木慎二郎

青少年奉仕

 御幡幸男

プログラム

野口四郎

職業分類

武藤　泰基

ﾛｰﾀﾘｰ財団

宮本欣淳

　　 皆様一年間
　　　
　　御協力のほど

宜しくお願い致します。

クラブ会報担当　山崎美津夫委員長

前三役功労表彰


