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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　松中秀司 会員

増田洋一 　　　　　　出席報告

会長報告 名古　治　会長 

　　　　　　
　

　

　

　　

今日の花

委員会報告

　

                                              出席委員長

御幡幸男　幹事

＜花言葉＞
　　　
・安全、変わらぬ愛情

★千日紅

幹事報告

河口武生　親睦活動委員 

1.11月21日（木）ガバナー公式訪問への同行
  川崎ＲＣ 地区幹事 野渡和義 様
2.第１グループ　青少年交換学生受け入れ
　補助金のお願い
　会員1名につき2,000円
3.その他
・本日、理事会開催します。
・11/9（土）学童野球に出席の皆様、有難う
　ございます。
・11/12（火）中央ＲＣゴルフコンペ出席の
  皆様、有難うございます。
　伊藤秀司、西尾、小山、鈴木、宮本、
  増田敏雄　※敬称略
・11/15（金）明日、クラブ奉仕委員長会議
　三野副会長が出席します。
・11/16（土）水辺の楽校　10:00～
　宜しくお願いします。

ビジター紹介　　　　　

新川崎ＲＣ

会長 近藤　満　 様

　　 川村　拓矢 様

なし

なし

なし

＊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
◎

◎

◎

 11月21日(木) 「ガバナー公式訪問」
　　　　　　　　 国際ﾛｰﾀﾘｰ 第2590地区 ガバナー
　 　　　　　　　市川緋佐麿　様

 11月28日(木) 「地区米山記念奨学委員会に参加して」
　 　　　　　　　島田精二 地区米山学友委員
　　
 12月 5日(木) 「年次総会」　　

小山宏明　青少年奉仕副委員長
　学童野球大会の報告及び御礼
■

■

■

■

■

御幡幸男　幹事
　1 1 / 1 雑誌委員長会議の報告
　新しい会員を増やす殺し文句について

宮本欣淳　ローータリ財団委員長
　ロータリー財団寄付の報告及び御礼

鈴木慎二郎　Ｒ情報委員長
　米山年末パーティーへ新会員５年未満の方々、
　研修の一環として是非ご出席お願いします。

伊藤恒満　親睦活動委員長
　本日、1 8：3 0親睦定例会を開催します。
　1 1月お誕生会

　　　　　　
＊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
2.3RC合同例会にて、谷口様、河口会員の奥様
に準備等で御協力をしていただきました。

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

伊藤恒満・松中秀司

34

34

33 25 75.76

33 26 78.79     7 2 84.85
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11月のお誕生会
 

伊藤　恒満会員 11月 1日

増田　敏雄会員 11月 4日

安本　好勝会員 11月30日

Happy
 Birthday!



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

『クラブ国際奉仕委員長会議出席報告』
『第12回韓日親善会議参加の報告』

国際奉仕委員長会議でのアンケートをもとに2590地区の各クラブの活動について
説明していただきました。当クラブにおいてもこれらのプロジェクト等を参考に
し、今後クラブとして検討していただきたいと感じました。
10月19日(土)韓国ソウルで開催された韓日親善会議に参加して参りました。
会場では田中作次元ＲＩ会長とお会いすることができ、お話をさせていただきま
した。とても温かい人柄に大変感銘を受けました。
又、スピーチの中で元朝日新聞韓国支社長より、日韓親善についてと題し朝鮮戦
争のさなか孤児となった子供たちを育て、木浦のオモニと慕われ、韓国政府より
国民勲章を受章された田内千鶴子さんの逸話が紹介され、山本会員が偶然保管し
ていた当時の読売新聞の記事とともにお話をしていただきました。　
２日目は安パストガバナーがご案内下さり、3690地区19クラブの大運動会の見学､
３日目はガバナー事務所を訪問させていただきました。
本日の山本会員のお話を伺い、日韓親善を考える時｢人類愛にもとづく奉仕活動｣
まさにロータリアンの精神が今こそ求められているように思えます。
大変有意義なお話を有難うございました。

11/9(土)
川崎ﾏﾘｰﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ旗争奪
川崎区学童軟式野球
新人戦　開会式

【出席者】
轟会員、名古会員、野口会員、山崎会員、
森野会員、鈴木会員、武藤会員、河口会員
小枝会員、増田洋一会員、増田敏雄会員
伊藤秀司会員、小山会員（13名）

★

★

本日はお世話になります。川村会員とお邪魔いたしました。
　（新川崎ＲＣ 会長 近藤 満 様）

初めてのメークアップでお伺い致しました。
　宜しくお願いします。（新川崎ＲＣ 川村拓矢 様）

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

森野会員
　山本さん、卓話それなりに頑張って下さい。

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。

河口会員
　山本国際奉仕委員長様、本日の卓話宜しくお願いし 
  ます。

茶谷会員
　山本委員長、本日の卓話宜しくお願いします。

島田会員
　いつもお世話になります。山本国際奉仕委員長の卓
  話楽しみにしています。宜しくお願い致します。

松中会員
　急に寒くなりましたね。山本さん、卓話の程宜しく
　お願いします。韓国の状況はどうですか。

山本会員
　久し振りの卓話です。
　不慣れですが宜しくお願い致します。

安本会員
　こんにちは。しばらく休んでいましたが、慢性鼻炎
　の手術を受けていました。また宜しくお願いします。

増田洋一会員
　ダイエットの為、トレーニングを始めました。

名古会員
　学童野球へ沢山の出席( 1 3名)有難うございます。
　参加出来なかった人はニコニコの協力を宜しく！
　山本委員長、卓話宜しくお願いします。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

宮本会員
   山本栄次会員卓話宜しくお願いします。　

増田敏雄会員
1 .昨夜、長期計画委員会に御参加の皆様有難うござい
　ました。実りある打合せが出来ました。
2.宮本さん、薀蓄のあるお話をお聞かせいただき有難
　ございました。腹の皮がよじれました。
3.長期計画委員会参加の方々のご厚意にプラスしてニ
　コニコを入れさせていただきます。

野口会員
　本日、川崎中原ＲＣの早朝例会に出席してきました。
　緊張しました。
　やっぱりマリーンはいい。心が和む。

鈴木会員
　昨日の長期計画委員会にお集まりの皆様、お疲れ様
　でした。
　山本さん、本日の卓話宜しくお願い致します。

伊藤秀司会員
　山本国際奉仕委員長、本日の卓話宜しくお願いしま
　す。

小山会員
　増田さん、河口さん、鈴木さん、宮本さん、轟さん
　昨晩はお世話になりました。
　宮本さんのショート実話最高でした。

武藤会員
　山本さん、本日の卓話楽しみにしています。

秦会員
　山本会員、難しい話じっくり聴かせてもらいます。
　付け下さい。

東日本大震災義援金　 3,000　円

　　　累計金額 　　 48,000　円

本日のニコニコ　　　35,500　円

　　　累計金額  　 501,351　円

本日の卓話

   山本栄次
国際奉仕委員長
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