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「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

増田洋一 　　　　　　出席報告
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今日の花

委員会報告

　

                                              出席委員長

御幡幸男　幹事

＜花言葉＞
　　　
　　・正義、満ちた自信

★りんどう

幹事報告

会員数
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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

33

33 24 72.73

32 29 90.63     3 1 93.75
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増田敏雄　親睦活動委員 

1.例会変更のお知らせ

  
●川崎稲生ＲＣ　
  8/30（金）夜間移動例会
  9/27（金）夜間移動例会
　　　　　　　点鐘　1 8：3 0　場所　多摩市民会館
●川崎とどろきＲＣ　
  9/ 9（月） 夜間移動例会
　　　　　　  点鐘　1 7：3 0　場所　齊藤巖会員宅
●川崎中ＲＣ　
　9/ 3（火） 夜間移動例会
　　　　　　　点鐘　1 9：1 0　場所　ホテル精養軒
●新川崎ＲＣ　
　9/ 4（水） 夜間移動例会　※メークアップデスク有
　　 　　　　　 　（1 2：0 0～1 2：3 0 日航ホテル）

■

■

■

島田精二　地区米山学友委員会
　8 / 2 0クラブ米山委員長会議がありました。
　当クラブからは米山記念奨学委員長の佐藤さん
　が出席されました。当日は市川ガバナー、轟ガ
　バナー補佐、大須賀米山記念奨学会の常任理事
　が出席され熱心に勉強会が行われました。

伊藤恒満　親睦活動委員長
　1 0 / 3 (木)鎌倉散策の件

鈴木慎二郎　ロータリー一口メモ
　職業奉仕について
　職業奉仕とは自らの職業に倫理基準を持ち、社
　会に奉仕する機会として職業を高潔なものにす
　る⇒志をもった企業経営から生まれる利他主義
　⇒最も奉仕するものが最も報われる。

1.8/28(水) 富津シティＲ Ｃ地引網は天候の
影響により中止。来春再度案内します。

2.ロボット競技大会
　8/25(日) 会長、社会奉仕委員長、青少年

奉仕委員長　9：0 0　1 1階第6会議室　集合
　他、参加者の方は9：3 0に会場にお越し頂き

「投票券」を貰って下さい。
3.日韓親善会議のご案内
　10/19 (土)、20(日)開催します。

山本栄次会員が出席します。
4.ロータリー財団セミナー
　9/9（月）15:00～17:00
5.米山秋季例祭

9/14（土）1 4時～　米山梅吉記念ホール
6.米山月間（1 0月）の活動について
7.川崎稲生ＲＣ新会長 三平等 会長が選任され

ました。

ビジター紹介　　　　　

なし

＊週報を送ってくださったＲＣ

川崎とどろきＲＣ　川崎中原ＲＣ　川崎中ＲＣ
川崎北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
 8月29日(木) 鶴田太洋 広報・雑誌・IT委員長担当

　　　　　　　「銀水荘のあゆみ」
               銀水荘　加藤久男 様
　 　　　　　　

◎

◎

◎

 9月 5日(木)「初めての職業奉仕」
　　 　　　　　 河口武生 職業奉仕委員長

 9月12日(木)「会員卓話」小峰則明 会員

　　

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

名古　治　会長 ｹﾞｽ ﾄ
なし



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
　やっと朝夕涼しくなりましたね。
　ロータリー法人カード、ＥＴＣカード手元に届き
　ました。

野口会員
　皆様、ご無沙汰でした。
　本日も宜しくお願い致します。

松中会員
　鈴木さん、卓話宜しくお願い致します。
　申し訳ない途中退席します。

武藤会員
　鈴木さん、本日の卓話楽しみにしていましたが、宅
　建の研修会の為、早く退室します。ごめんなさい。

秦会員
　暑いとは言っても少し涼しい風を感じることもある
　もう少しの我慢かな？

御幡会員
　あつい。でも今日はちょっと涼しいですね。
　富津納涼祭参加の皆様、おつかれ。
　ポリオ参加。

名古会員
　明日一ケ月半ぶりに家内、息子、娘が帰ってきます。
　嬉しいような、こわいような．．．。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

鈴木会員
　先週は、日本一暑い高知へ行って来ました。
　でも、湿度はよっぽど川崎の方が高くてとても過
　ごしやすかったです。
  本日は地区会議の報告です。宜しくお願いします。

伊藤秀司会員
　鈴木さん、本日の卓話勉強させていただきます。

山本会員
　鈴木さん、本日の卓話参考にさせていただきます。

河口会員
　鈴木地区Ｒ情報・広報・ＩＴ委員様、本日の卓話
　宜しくお願いします。

西尾会員
　毎日暑いですね～。
　鈴木さん、本日卓話宜しくお願いします。
　小山さん、テレビデビューおめでとうございます。
　しっかりテレビ見ますね！

小山会員
1.鈴木地区Ｒ情報・広報・ＩＴ委員様、本日は御指
　導の程宜しくお願い致します。
2.本日、19時から日本テレビ｢ぐるナイ｣２時間スペ
　シャルをご覧ください。
  イケメン特集で出演させていただきました。

三野副会長　轟ガバナー補佐　鶴田会員　わたくし鈴木の４名が参加してきました。
１）規定審議会について　２）クラブにおける研修について　３）地区情報委員会について　
４）効果的な広報活動について
規定審議会については、轟ガバナー補佐より詳しいお話を頂きました。
○規定審議会はロータリーの立法機関であり、３年に１度、世界中の各地区より代表議員が集まり各制定案や決議
　案を審議して票決をするところです。
　今般の詳細内容については地区ホームページを参照願います。ロータリーにおいては時代と共に変えていくもの。
　変わっていくものと普遍的に変えてはならないものがあります。
　それらについて常に考え、自らに問いかける事を実践して頂きたいと思います。
○研修を通して理解を深める事が退会防止になり、クラブの強化につながる。各クラブにおいて積極的に研修を実
　践して頂きたい。
○Ｒ情報委員会は研修委員会の企画立案に対して実践を行う為の情報をクラブに提供する委員会として認知をして
　頂く。
○広報活動については、どのクラブもタウンページの活用が多いが、効果的なＰＲを行うには有力紙等を活用する
　べく、地区として簡単なフォーマットを作成・提供して今後の活動を行ってまいります。
以上４点についてお話いただきました。

東日本大震災義援金　 4,000　円

　　　累計金額 　　 21,000　円

本日のニコニコ　　　14,000　円

　　　累計金額  　 253,000　円

本日の卓話　　『Ｒ情報・広報・ＩＴセミナーについて』

 
 　 鈴木慎二郎
　　   地区
R情報・広報・IT委員

　　轟　淳次　　　
　　2590地区
　ガバナー補佐

8/25（日）第20回　かわさきロボット競技大会　川崎市産業振興会館　

【参加者】
　名古会長、森野社会奉仕委員長、茶谷青少年奉仕委員長、
　 福嶋会員・河口会員、小山会員、 増田敏雄会員、増田洋一会員、山崎会員（11名）轟ガバナー補佐、 鈴木会員、

２０回目を迎えたかわさきロボット競技大会。久々の猛暑日から
解放された日曜日、会場は満席の上、熱気と歓声につつまれて大
いに盛り上がりました。今回は会員の参加人数も過去、最大の
１１名。競技大会においても、当クラブの紹介を念入りにして下
さるお気遣いまで頂き、マリーンロータリーの存在感が回を増す
ごとに高まっているのを感じました。次年度も多くの方々の参加
をお待ちしています。
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