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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 増田敏雄 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＞
　　　
　　きらめき・秘密

★ヒペリカム

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

33

出席率

前回修正

33

32 30 93.75

32 27 84.38     6 0 84.38
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名古　治　会長 

茶谷龍太　親睦活動委員 

スピーカー紹介

1.例会変更のお知らせ
2.事務局夏季休暇　8/10(土)～8/19(月)まで

■

■

■

鶴田太洋　地区大会委員
　チャリティゴルフとディナー参加状況の報告

茶谷龍太　青少年奉仕委員長
　ロボット大会の件

伊藤恒満　親睦活動委員長
　8月の誕生会

1.水辺の楽校より御礼状が届いてます。
2.川崎市学童軟式野球川崎大会
　8/31(土)8：00～大師少年球場
3.富津シティＲＣ地引網＆夜間例会
　8/28(水)ホテル精養軒　15時集合⇒地引網
　ホテル精養軒にて17：30点鐘
4.職業奉仕委員長会議
　8/30(金)15:00～17：00　ソシア21
5.その他
　・地区社会奉仕委員会より委員会活動書及び予算
    書提出のご依頼
　・川崎中央ＲＣ交換留学生受入収支決算報告の件
　・9/10(火)会長・幹事会のお知らせ
  ・9/7(土)青少年交換留学生帰国、受入歓迎会
　・グローバル補助金申請

ビジター紹介　　　　　

新川　尚（横浜旭ＲＣ）

枡崎　一之 様（横浜東ＲＣ）

鈴木　宗太 様（横浜東ＲＡＣ）

染谷　春奈 様（横浜ＲＡＣ）

●川崎とどろきＲＣ
　　8/12(月)休会(定款細則により)
●川崎中ＲＣ
　　8/13(火)休会(定款細則により)
　　9/3 (火)夜間移動例会 点鐘19：10

場所　ホテル精養軒
●新川崎ＲＣ
　　8/14(水)休会(定款細則により)
　　8/28(水)ガバナー公式訪問※通常の夜間例会
　　9/ 4(水)親睦納涼会⇒夜間移動例会へ変更

＊週報を送ってくださったＲＣ
富津シティＲＣ　新川崎ＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

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22日(木)「R情報･広報･ITセミナーについて」
　　　　　　　 地区R情報･広報･IT委員会
               鈴木慎二郎 会員
 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
　 　　　　　　鶴田太洋 広報･雑誌・IT委員長
 9月 5日(木)「初めての職業奉仕」

　　 　　　　　河口武生 職業奉仕委員長　　　　　

名古　治　会長 ゲ ス ト

     米山奨学生　

高爽（コウソウ）さん

　　　

8月のお誕生会

 

内田秀彰会員 8月 2日

望月幹仁会員 8月 3日

三野公一会員 8月 3日

森野知良会員 8月16日

宮本欣淳会員 8月19日

轟　淳次会員 8月21日

小枝義夫会員 8月25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

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

伊藤秀司会員
　枡崎さん、鈴木さん、深谷さん、本日は卓話宜し
　くお願いします。

小山会員
　1.Ｒ財団地区奨学金・学友・ＶＴＴ委員会新川様
　　ようこそいらっしゃいました。被災地支援チャ
　　リティコンサート楽しみにしております。
　2.枡崎地区ローターアクト委員様、本日の卓話宜
　　しくお願い致します。

鶴田会員
　三野さん、鈴木さん、本日宜しくお願い致します。

松中会員
　手術の養生がいかに大切か今回分りました。
　あまり無理して動き回らない事です。

森野会員
　こんにちは！その４でした。

福嶋会員
　生ビールでカンパイ！アロハー。

名古会員
　本日も暑いです。負けずにガンバッて下さい。
　枡崎様、鈴木様、深谷様、卓話宜しくお願いします。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

小枝義夫会員
　ポリオプラスにニコニコ参加させてもらいます。

野口会員
　暑い！

山本会員
　茶谷さん、先日は色々と御世話になりました。

鈴木会員
　枡崎様、鈴木様、深谷様、ようこそマリーンＲＣ
　へおいで頂きました。
　当クラブの例会をお楽しみ下さい。

内田会員
　お暑うございます。本日の卓話楽しみにしており
　ます。宜しくお願いします。

秦会員
　ローターアクトで御活躍の枡崎様、鈴木様、深谷
　様、皆様暑い中御苦労様です。
　宜しくお願いします。

河口会員
　枡崎地区ローターアクト委員様、ローターアクト
　地区幹事鈴木様、横浜ローターアクトクラブ幹事
　深谷様、本日はようこそいらっしゃいました。
　卓話宜しくお願い致します。

★

★

昨年に引き続きローターアクトについてお話する機会を賜り本当にありが
　とうございます。今回もまたローターアクターの生の声を是非お聴き下さ
　い。そして今後も青少年奉仕に取り分けロ―タ―アクトへのご支援を宜し
　くお願ひ申し上げます。(枡崎一之様 横浜東RC、鈴木宗太様 横浜東RAC、
　深谷春奈様 横浜RAC)

初めてお邪魔させていただきます。宜しくお願いします。
　（新川　尚 様　横浜旭RC）

東日本大震災義援金　 4,000　円

　　　累計金額 　　 17,000　円

本日のニコニコ　　　30,000　円

　　　累計金額  　 239,000　円

本日の卓話

　　『ローターアクトについてⅡ』茶谷龍太 青少年奉仕委員長 担当

          山崎美津夫 会員 

         S.42.10.26 生まれ

         株式会社ＭＩＣＣ

             建 設 業

　 　　     

  

 

ご入会　

おめでとうございます

　 　　      
 よろしくお願いいたします

 地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員
クラブ会長エレクト
  枡崎一之　様
  （横浜東ＲＣ）

ﾛｰﾀｰｱｸﾄ地区幹事
ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ幹事
 鈴木宗太　様
（横浜東ＲＡＣ）

ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ幹事
 深谷春奈　様
 （横浜ＲＡＣ）

　　　
前回に続き ローターアクトの活動についてお話していただきました。
年間を通して行われる様々な活動について報告していただきました。主に地域社会において必要とされる奉仕活動を
中心とし、提唱ロータリークラブとの連携を取り活動を行っている。周囲の人々から学び、経験を分かち合い、互い
にスキルを高めていくこうした活動から得るものは自己の成長へと繋がっているとお二人にお話していただきました。
又、深谷さんはインターアクト出身でロータリー交換留学生としての経験からロータリーに御世話になった恩返しが
出来ればとローターアクトに参加したそうです。
最後に枡崎さんから、ローターアクトとは人生の道場で
あり、この道場で学び高め合う事は｢自己研鑽｣である。
ロータリーでいう親睦活動はいわば"in put"であり、
社会に戻って人の役に立てることがロータリーの奉仕で
"out put"ともいえます。
ぜひこの二つのことに励んで下さい。とお話していただ
きました。ローターアクトについて理解を深める大変有
意義な時間となりました。

ローターアクターの方をお迎えし、
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