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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

「四つのテスト」｢我らの生業｣

 ソングリーダー　内田秀彰 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＞
　　　
・　いっぱいの夢　

★ふうせんとうわた

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 24 72.73

33 26 78.79     6 2 84.85
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伊藤恒満　親睦活動委員長 

●川崎ＲＣ
  10/31(木) 休会（定款細則により）
●川崎南ＲＣ
　10/15(火) 休会（理事会の裁量により）

●川崎幸ＲＣ
　10/18(金) 例会時間変更 点鐘11：00
●川崎大師ＲＣ
　10/16(水)→19(水)に変更　地区大会に参加
●川崎中央ＲＣ
　10/14(月) 休会（祝日　体育の日）

●新川崎ＲＣ
　10/16(水) 

  

  

  

  

  

  

10/29(火) 夜間移動例会 横浜中華街

10/21(月) →19(土)に変更 地区大会に参加

→19(土)に変更 地区大会に参加
10/30(水) 休会（定款細則により）

　11/ 6(水) 移動例会　職場訪問

■

■

■

■

■

■

■

鈴木慎二郎　地区大会表彰委員会
　地区大会の資料配布

松中秀司　親睦活動委員
　鎌倉散策内海先生よりお礼がありました

安本好勝　友好クラブ委員長
　鎌倉散策外部ゲストの報告

佐藤明彦　米山記念奨学事業委員長
　米山記念奨学会へのご寄付お願いと御礼

秦　明　米山副カウンセラー
　カウンセラー研修会での報告、資料配布

伊藤恒満　親睦活動委員長
　楽しい釣り大会延期の件、来春予定

増田敏雄　会長エレクト
　7ＲＣ親睦ゴルフコンペ報告及び次年度ホスト
　クラブとなるにあたり御協力のお願い

1.Ｒ財団への寄付者
　PHF+1：円谷会員・増田敏雄会員・西尾会員
　PHF ：御幡会員
　ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ：三野会員・名古会員
2.３ＲＣ合同夜間例会のご案内
　11/6(水)　受付18：00　点鐘18：30
3.クラブ奉仕委員長会議
　11/15(金)15：00～17：00　ソシア21
　アンケート回答
4.会長・幹事会のご案内
　10/31(木)　18：00～
5.その他
・10/5(土)米山学友会に佐藤カウンセラー
　と米山奨学生 高爽さんが出席しました。
・11/7(木)クラブ協議会有り。
　タイムスケジュールは変更あります。

1.例会変更のお知らせ
2.川崎大師球場のカウント盤の件がタウン
  ニュースに掲載されました。
　又、9/28(土)行われました｢水辺の楽校｣の
  ライフジャケット、マリンブーツ贈呈式の　
　模様も取材受け、近日掲載されます。

ビジター紹介　　　　　

なし

富津シティＲＣ　川崎ＲＣ　川崎南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)

 

事務局 〒210-0004 川崎市川崎区宮本町2-27-402
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今後の予定
◎
◎

◎

 10月17日(木)→19日(土)地区大会へ参加
 10月24日(木)  森野知良社会奉仕委員長 担当

　　　　　　　  「視覚障がい者と
　　　　　　　　　　　盲導犬の現状について」
　　　　　　　　 日本盲導犬協会神奈川訓練センター
 10月31日(木)→11月　6日(水)変更

　　　　　　　  「３ＲＣ合同夜間例会」
　　　　　　　　 受付 18：00　点鐘 18：30

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

名古　治　会長 ゲ ス ト
なし

　　



クラブ会報担当　増田敏雄会員

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

　　　　　　　　ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ
 三野公一副会長・名古 治 会長

　 　　ＰＨＦ
御幡幸男 幹事

　 　　　　　　　ＰＨＦ+1
円谷瑛子 会員 ・ 増田敏雄 会員

★先日の鎌倉散策とても楽しかったです。
　川崎マリーンロータリークラブの皆様の温かいおもてなしが秋の
　空になお一層輝いておりました。すべてが印象に残っております
　が、覚園寺(かくおんじ)と源頼朝のお墓、名ガイド内海恒雄様が
　爽やかな風光る鎌倉歩きの中でとても心地良かったです。
　夜の食事が一緒に出来なかったことが残念でしたがすが、今後と
　も宜しくお願い申し上げます。有難うございました。
（川崎中央ＲＣ会長 木村教義様）

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

小山会員
　増田敏雄さん、小枝さん、先日の別荘ではお世
　話になりました。岩盤浴も気持ち良かったです。
　翌日のコスモクラシックでは更にお世話になり
　ました。鎌倉散策もお疲れ様でした。

武藤会員
　宮本さん、卓話楽しみにしています。

山本会員
　宮本さん、本日の卓話楽しみです。
　今日例会、理事会終了後、国際奉仕委員長会議
　に出席して参ります。

鈴木。会員
　来週、15、16、17日と人間ドック並びに結石後の
　ＣＴを取りに行って来ます

森野会員
　疲れています。早く帰りたい！

望月会員
　早めに帰ります。

御幡会員
　だいし水辺の楽校、鎌倉散策、７クラブゴルフ
　コンペへご参加有難うございました。

名古会員
　鎌倉散策楽しかったですね。
　多数のご参加有難うございます。
　7クラブゴルフ参加の皆様、お疲れ様。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

松中会員
　鎌倉散策の皆様、ご苦労様でした。
　内海先生のお誕生日をやっていただき大変喜ん
　でいました。

伊藤恒満会員
　先週の鎌倉散策夜間例会お疲れ様でした。
　多数の方にご参加いただき、又御協力有難うご
　ざいました。

秦会員
　10月3日の鎌倉散策楽しみました。親睦その他
　の方、お世話になりました。
　有難うございました。

伊藤秀司会員
　皆様、鎌倉散策お疲れ様でした。
　また７クラブ対抗コンペ御参加の方、お疲れ様
　でした。私は内田先生に水をあけれたので次回
　は欠席します。
　宮本さん、本日の卓話宜しくお願いします。

内田会員
　昨日、７クラブゴルフお疲れ様でした。
　一寸の光が見えました。

河口会員
　1.昨日の７クラブ親睦ゴルフ大会参加の皆様、
　　お疲れ様でした。
　2.宮本Ｒ財団委員長、本日の卓話宜しくお願い
　　致します。

東日本大震災義援金　 2   円

　　　累計金額 　　 39,000　円

,000

本日のニコニコ　　　18,000　円

　　　累計金額  　 359,000　円

本日の卓話

　　 宮本  欣淳
ロータリー財団委員長

『韓国のロータリーアンについて』
　　　
世界中にあるロータリークラブが毎年国際ロータリーのテーマに基づき
その年度を通じて奉仕活動の方向づけを行なっております。
今年のＲＩ会長テーマ「Engage Rotary,Change Lives」の日本語に訳す
と「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」ですが、韓国語の訳で
は「ロータリーの関わりで生活に変化を」とニュアンスが少し変わって
きます。また、Govenemor の呼び方について、日本では同じ呼び方です
が、台湾では｢総監｣、韓国では｢総裁」と呼ぶようです。
同じアジアの中でも呼び方ひとつにも違いがあるように国によって様々
な特色など多少の違いがあるようです。特に韓国の3690地区のガバナー
離就任式に出席した際には、華やかな雰囲気のなか盛大な式典が行われ
式典の中で会社の社員や学生時代の友人を紹介する場面もあり、日本と
の違いをすごく感じました。他にも韓国のガバナー月信情報やロータリ
アンの人柄についてなど、韓国の楽しいお話をしていただきました。
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