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司会　伊藤  秀司 SAA
点鐘　名古　  治 会長
ロータリーソング

「手に手つないで｣
「笑顔のつどい」
 ソングリーダー　望月幹仁 会員

河口武生 　　　　　　出席報告

会長報告 名古　治　会長 

　　　　　　
　

　

　

　　

今日の花

委員会報告

　

                                              出席副委員長

御幡幸男　幹事

＜花言葉＞
　　　
・可憐、気立ての良さ

★オンシジューム

幹事報告

増田敏雄　親睦活動委員 

1.ガバナー公式訪問の対する御礼状が届いて
　ます。
2.国際会議のご案内（２件）
・2014/6/1～4シドニー国際大会のご案内
・2014/1/26(日)第4回 日台ロータリー親善会
  議ご案内
3.次週12/5(木)年次総会を開催しますのでご
　出席下さい。
4.その他
・11/24(日)学童野球開会式に
　名古会長、野口会員、森野会員、山崎会員、
　内田会員、茶谷会員、増田敏雄会員、
　小山会員　　８名ご出席有難うございました
・11/25(月)Ｒ財団補助金管理セミナー参加
　名古会長、宮本Ｒ財団委員長

ビジター紹介　　　　　

なし

なし

川崎とどろきＲＣ　川崎中原ＲＣ　川崎中ＲＣ

川崎北ＲＣ 新川崎ＲＣ

＊週報を送ってくださったＲＣ

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 

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)
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今後の予定

◎
◎

◎

 12月 5日(木) 「年次総会」
 12月12日(木)  松中秀司 職業分類委員長担当　

　　　　　　　　「新聞記者魂とは」
　 　　　　　　　産経新聞社横浜総局 川上朝栄 様
 12月19日(木)  クリスマス家族会

　　 　　　　　　場所　川崎日航ホテル
　　 　　　　　　点鐘　18：00　　　 　　　　　

鈴木慎二郎　Ｒ情報委員長
　ロータリーの友より、日韓親善会議の件
　米山学友年末パーティ参加の報告
　ロータリー 一口メモ
　年次総会の役員選出について

■

■

宮本欣淳　ロータリー財団委員長
　Ｒ財団補助金管理セミナー参加の報告

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

名古　治　会長 ゲ ス ト

1.例会変更のお知らせ
3.来年1/8(水)新春４クラブ合同例会
  1/9(木)当クラブ例会は休会

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

西尾 猛・轟 淳次・山崎美津夫

34

34

32 23 71.88

33 25 75.76     8 3 84.85

   9

●川崎百合丘ＲＣ
  12/17（火）夜間例会
  12/31（火）休会　定款細則により
  1/7  （火）夜間移動例会
●川崎南ＲＣ
  12/17 (火）移動例会　川崎商工会議所 点鐘12：30
  12/24（火）夜間例会　川崎日航ホテル 点鐘18：30
  12/31（火）休会（理事会の裁量により）
  1/7  （火）→8(水)に変更 新春４クラブ合同例会
　　　　　　　川崎日航ホテル　点鐘12：30
●川崎幸ＲＣ
  12/13 (金）夜間移動例会　年忘れ例会 点鐘18：30
  12/27（金）休会（定款細則により）
  1/3 （金）休会
  1/10 （金）→8(水)に変更 夜間移動例会 第2000回
●川崎中央ＲＣ
  12/16 (月）夜間移動例会　クリスマス家族会
  12/23（月）休会（天皇誕生日）
  12/30（月）休会（定款細則により）
●新川崎ＲＣ
  12/18 (水）移動例会　クリスマス家族会
  12/25（水）休会（定款細則により）
  1/1  （水）休会（定款細則により）



クラブ会報担当　小枝義夫委員長

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 三野公一　副会長

『地区米山記念奨学委員会に参加して』

昭和16年に川崎で生まれ、２歳から終戦の４歳まで長野に疎開しました。姉のような歳
の叔母達に育てられ、のんびり屋でのほほんとした性格が今日に至ったと、幼少期を振
り返りお話していただきました。
さて、皆様には米山記念奨学事業に多大なご理解とご協力をいただきまして御礼申し上
げます。当地区は全国１位、そして我がマリーンＲＣは４番目に位置しており、地区に
代表して出させていただいて、こんなに嬉しいことはありません。感謝申し上げます。
ｸﾗﾌﾞ米山記念奨学委員長、米山ｶｳﾝｾﾗｰを経て、地区米山記念奨学委員会に配属され今年
で７年目を迎えます。米山記念奨学委員会は、大委員長の元、選考委員長、奨学金増進
委員長、学友委員長と大凡30名程の委員から構成されています。選考委員会では奨学生
の募集説明会や面接選考、合否判定、世話クラブへの配属が主な活動となります。
３年目には学友委員長となり、年間行われる様々な行事を運営して参りました。ところ
が、年間予定を計画するには様々な問題もありました。それは、米山学友会の殆どが大
手企業に就職しており海外出張、土曜出勤、住まいも広範囲にわたり、話し合う機会が
なかなか持てない。学友会自体の事業が前へ進まない。といった実態がありました。こ
うした問題を新大委員長の就任後、解決の方向へと導いていただきました。現在、米山
学友会は地区大会をはじめ様々な行事で活躍するだけでなく、バンコク世界大会では元
ＲＩ会長ビチャイ・ラタクルさんにタイ米山学友会の意義を説明し、海外で４番目とな
るタイ米山学友会創立の中心となって活躍するほどになりました。そんな優秀な学友や
奨学生は、お世話になったロータリアンに恩返しがしたい。母国との架け橋になりたい
と考えてます。ぜひ、当クラブの高爽君をはじめ、大勢の奨学生、学友とお話する事か
ら始めて下さい。「まず、お話してみる、そしてお互いに理解しあう。」

11/24(日)
米山奨学生・学友年末パーティー
～キャメロットジャパンにて～

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

小山会員
　(RI2590地区 R財団補助金委員会 地区補助金委員長)
　轟ガバナー補佐、名古会長、宮本Ｒ財団委員長、野
　口Ｒ平和フェロー委員長、先日のＲ財団補助金管理
　セミナーの受講有難うございました。
　増田エレクト､河口ノミニー、国際奉仕・社会奉仕
  委員長にも受講していただけたら良かったですね。

内田会員
　何だか忙しいです。
　思いっきりごはん食べたい！ダイエット継続中です。
　島田さん、本日の卓話宜しくお願いします。

小枝会員　
　山本さん、今日は卓話楽しみにしています。　
　宜しくお願いします。

福嶋会員
　風邪をひきました。治りません。
　悪性ではありません。接近安心...

山本会員
　鶴田様、先日の社内旅行では大変お世話になりまし
　た。

伊藤秀司会員
　来週は留守にしますので宜しくお願いします。

名古会員
　本日も良い天気ですね！
　今日は例会のために飯岡より帰ってきました。
　島田様、本日の卓話宜しくお願いします。
　12月2日エチオピア舞踊団の件も宜しく！！

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

島田会員
　今日は私が卓話をさせていただきます。ご迷惑をお
　掛けしますので、望月さんと共にお休み下さい。

野口会員
  米山記念奨学委員会で大活躍の島田さん、本日の卓
　話楽しみにしています。　

秦会員
　米山のベテランの島田さん、色々と聞かせて下さい。

松中会員
　島田さん、卓話のほど宜しく。
　12月12日産経新聞の川上記者の卓話、ご聴講のほど
　宜しくお願いします。

武藤会員
　島田精二さん、本日の卓話楽しみにしていましたが、
　急用で早退させていただきます。

増田敏雄会員
1.小山様、昨日はゴルフご指導有難うございました。
　飯田元会員とも久々に交流しました。
　帰ってこないかな～
2.島田さん、本日の卓話楽しみにしています。

河口会員
　島田地区米山学友委員様、本日の卓話楽しみです。

森野会員
　島田大先輩、本日の卓話市役所前通りのイチョウの
　ようにかれてお願いします。

鈴木会員
　先週の米山奨学生学友年末パーティー出席の皆様､
  お疲れ様でした。すばらしい内容のパーティーとな
  りました。次年度多くの皆様の参加をお願いします。

東日本大震災義援金　 2,000　円

　　　累計金額 　　 54,000　円
本日のニコニコ　　　19,000　円

　　　累計金額  　 563,351　円

本日の卓話

   島田　精二
地区米山学友委員

島田会員

高さんと奥様

藩小欣さん

エソダ バスネットさん
【出席者】
高爽さん、奥様、轟ガバナー補佐
佐藤カウンセラー、島田地区米山学友委員
鈴木Ｒ情報委員長
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