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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

「それでこそロータリー｣

 ソングリーダー　増田洋一 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

小山宏明　副幹事

＜花言葉＞
　　　
・優美

★トルコキキョウ

幹事報告

会員数

本　日

前々回

出席率
該当者

出席者 欠席者 出席率
メイク
アップ

ホームクラブ

34

出席率

前回修正

34

33 27 81.82

33 26 78.79     7 1 81.82
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佐藤明彦　親睦活動副委員長 

●川崎中ＲＣ
  11/26（火）休会（定款第６条第１節適用）
  12/10（火）2000回記念例会
           　 年忘れ家族会　点鐘17：30
●川崎大師ＲＣ
  11/ 6（水）３ＲＣ合同夜間移動例会
             　点鐘18：30
  11/13（水）職場訪問移動例会
             　場  所：ユースキン製薬株式会社
　　　　    懇親会: 横浜中華街
                       「菜香新館」18：00～
●川崎中央ＲＣ
  11/ 4（月）休会（祝日振替）
　11/11 (月）→6日(水)に変更　

■

■

■

■

宮本欣淳 Ｒ財団委員長
　ロータリー財団寄付の件

伊藤恒満　親睦活動委員長
　12/19(木)クリスマス会家族会の出欠を明日
　8日までに提出して下さい。

茶谷龍太　親睦活動委員
　11/12(火) 中央ＲＣゴルフ合同コンペの

島田精二　地区米山記念奨学委員
　ﾊﾞｽﾈｯﾄ・ｴｿﾀﾞさんＴＶ出演等ご活躍の報告

1.本日､クラブ協議会開催します。
2.盲導犬協会より御礼状が届いております。
3.新会員へのアンケートお願い(11/15迄）
4.米山奨学生・学友年末パーティー開催案内
　11/24(日)18：00～20：30
　キャメロットジャパン　5Ｆジュビリー
5.その他
・11/1(金)雑誌委員長会議の件
・昨日３ＲＣ合同例会の報告
・11/ 9(土)学童野球 大師球場 8：00～
・11/16(土)水辺の楽校 10：00～
・地区大会表彰委員会の資料作成しました。
・12/2(月)エチオピアの舞踊団川崎講演の件

ビジター紹介　　　　　

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14日(木) 「ｸﾗﾌﾞ国際奉仕委員長会議出席の報告」
　　　　　　　　「第12回韓日親善会議の報告」
　 　　　　　　　山本栄次 国際奉仕委員長
 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　　

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

名古　治　会長 

名古　治　会長 

特別ゲ ス ト

ゲ ス ト

国際ロータリー　第2590地区

第1グループ　ガバナー補佐

轟　淳次　様

　　 米山奨学生

　高爽（こうそう）さん

1.例会変更のお知らせ



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

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

増田敏雄会員
1.昨晩の３ＲＣ合同例会、マリーンの為に華麗な変身を遂
　げられ素晴らしい歌声とダンスを御披露頂き有難うござい
　ました。
2.轟ＡＧ本日のクラブ協議会宜しく御指導下さい。

山崎会員
　昨日は楽しいダンスを見せていただき、ありがとうござい
　ました。先輩の人達を日々勉強して来年は頑張りたいと思
　います。(化粧は勘弁して下さい)

秦会員
　昨日はお疲れ様でした。何れ劣らぬ美人揃いでした。

小枝会員
　昨日の３クラブ例会ご苦労様でした。
　大変楽しい時間を過ごさせていただきました。

内田会員
　昨日の合同例会お疲れ様でした。
　いいものを見させていただきました。

武藤会員
　昨日出演された会員の方、素晴らしいハワイアン良かった。
　マリーンが１位だと思います。

増田洋一会員
　日本語の喋れるミャンマー人実習生の受け入れ企業を探し
　ています

名古会員
　昨日はお疲れ様でした。女装ぐせがつかないと良いですネ。
　轟ガバナー補佐、本日は宜しくお願いします。

三野会員
　轟ガバナー補佐様、本日は宜しくお願いします。
　昨日はお疲れ様です。美人だったでしょ！
　クリスマスも頑張ります。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

野口員
　轟ガバナー補佐様、本日は宜しくお願い致します。
　昨日はハワイアンダンサーズの皆様に大変お世話になりま
　した。

小山会員
　轟ガバナー補佐様、本日の卓話及びクラブ協議会では御指
　導の程お願い致します。
　昨晩の３ＲＣ合同親睦夜間例会、お疲れ様会の残金も足し
　てニコニコです。

河口会員
　轟ガバナー補佐様、本日はご来訪有難うございます。
　宜しく御指導の程お願い致します。

山本会員
　ガバナー補佐轟さん、本日のクラブ協議会宜しく御指導下
　さい。

島田会員
　轟ガバナー補佐、今日は御指導宜しくお願い致します。

福嶋会員
　1.轟ガバナー補佐、本日はいつもになく宜しくの程を。
　2.昨日はご苦労様、アロハの皆様へ。

松中会員
　轟ガバナー補佐、宜しく御指導の程を。
　昨日の仮装パーティーでの皆様の振付、歌声、演奏、綺麗
　でした。驚きました。

伊藤秀司会員
　轟ガバナー補佐様、本日は御指導の程よろしくお願いしま
　す。また、昨夜は皆様お疲れ様でした。
　特に福嶋さんとハワイアンダンサーの踊りもう二度とやり
　たくないと思ったのは僕だけではないはずです。

鈴木会員
　昨日の夜間例会ステージ出席の皆様、お疲れ様でした。
　轟ＡＧ本日の協議会、ご指導宜しくお願い致します。

東日本大震災義援金　 3,000　円

　　　累計金額 　　 45,000　円
本日のニコニコ　　　29,069　円

　　　累計金額  　 396,069　円

本日の卓話
   川崎マリーンロータリークラブ
          クラブ協議会
　
       時間: 13:40 ～
       会場: 特別会議室(4階)

  国際ﾛｰﾀﾘｰ 第2590地区
   第1ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｶﾞﾊﾞﾅ補佐
 　　 轟　淳次 様
　　　
今季ＲＩ会長ロン・Ｄ・バートンは、｢Engage Rotary,Change Lives｣と言っています。
日本語訳では、『ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を』と訳されていますが、この事をもっと判り易く訳す
には、『我々ロータリアンは、職業奉仕を通じて己の欲望と同様に他人の欲望を叶えてあげる事に努力(実践)をすれ
ば、世界中の人々が豊かな生活を送る事が出来る』様に言い換えれば良く理解できる。即ち利己と利他の考え方を調
和し実践する事であると。利己か利他かの判断は、何によって幸せを見付け出すかによって決まる。もし、自分の利
益だけを図ることに幸せを見いだしていたとすれば、利己主義であり、反対に、友人を助ける事だけを優先すればそ
れは利他主義であり、長続きは難しい事になると思われます。
利己と利他との調和 = 奉仕の志を持った職業人 = ロータリアンであること。
次にロータリーガードの事を話します。以前はロータリアン個人向けで、ゴールドとシルバーカードの２種類でした
が、最近はロータリアン法人向けのビジネスカードが発行されました。
日々の買い物で使われた金額は、個人向けでは0.3%がビジネスカードでは5%が常時Ｒ財団のポリオ・プラスに寄付を
され、毎年４月までの実績が６月に一括で反映されます。又、カードの種類によって異なりますが、月次の買い物に
対して、ポイントが付与されます、1,000ポイントで5,000円の寄付が可能です。こちらの実績評価も毎年４月までの
実績が６月に一括で反映されます。故に、カードを使う事により、Ｒ財団への寄付額達成に十分可能な状況を作り出
す事が可能となります。尚、カード発行後３年間未使用ですとカードの機能を失効致しますので、気を付けて下さい。
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