
★司会　御幡幸男 副SAA
点鐘　三野公一 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　宮本 欣淳 会員

●川崎百合丘ＲＣ
  4/ 2（火）お花見移動例会
 4/23（火）夜間例会　18：00点鐘　麻生ガーデン
  4/30（火）休会　定款細則による
●川崎西北ＲＣ
  4/14（木）移動例会　米山梅吉記念館見学
  4/18（木）休会
  4/25（木）夜間例会　柏屋　18：30
●川崎とどろきＲＣ
  4/ 8（月）休会
  4/22（月）夜間例会　ホテル精養軒　点鐘18：30
　 4/29（月）祝日休会
●川崎中央ＲＣ
  4/ 1（月）夜間例会　お花見例会　18：30
  4/29（月）休会　昭和の日
　 5/　6（月）休会　振替休日
●新川崎ＲＣ
  4/3（水）夜間例会お花見例会「成喜」点鐘18：00
  4/17（水）休会（理事会裁量により）
 5/ 1（水）休会（定款細則による）
　 5/22（水）休会（理事会裁量により）
 5/29（水）-30（木） 一泊移動例会

1.3/31（日）地区研修協議会がいよいよ開催します。
 当日ご参加いただく皆様、宜しくお願い致します。
2.4/10（水）マリーンＲＣゴルフ大会開催します。
　 鶴舞カントリークラブ　西コース　スタート9：00
3.ファイヤーサイドミーティング開催します。
　 Ａ：4/1（月）　とんかつ和富にて
　 Ｂ：4/3（水）シーハーズ　両日18：30よりスタート
4.4/13(土).14(日)学童野球春季大会します。
　 開会式8：00～　閉会式　13：00～　宮前小学校にて
5.4/27（土）盲導犬育成のための募金活動を開催し
 ますのでご参加お願いします。
　 開催日4/27（土）11～15時
　 ＪＲ川崎駅　東口アゼリア入口周辺 ※雨天決行

■鈴木慎二郎　次年度地区幹事
　 3月31日（日）地区研修協議会の件について
 地区関係者は、10：00運営控室集合
 お手伝いの方は、10：30運営控室集合
 宜しくお願い致します。

1.例会変更のお知らせ
2.4/31(日)地区研修協議会お手伝いのご協力有難う
 ございます。当日のご案内は配布いたしました。
 宜しくお願い致します。

◎4月  4日（木） 「川崎と鎌倉
　　　　　　　　　　　鎌倉市議会議員の感想と感謝」
  鎌倉市議会議員　松中健治 様

◎4月11日（木） 「クラブフォーラム（全体会議）」

◎4月18日（木）「ロータリー平和フェロー卓話」
　　　　　　　　　　　ピエール・ベアイ様

〇ありません
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TO BE INSPIRATION

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

今 後 の 予 定

委 員 会 報 告 
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会　長　報　告 三野公一 会長

　　　　

　　　　

ゲ  ス  ト  紹  介

スピーカー紹  介

三野公一 会長 

三野公一 会長 

〇RID2770財団奨学・平和フェロー学友委員会
　 委員長　 齋藤守毅 様（大宮ＲＣ）
〇RID2770財団奨学・平和フェロー学友委員会
　 副委員長　小岩井　忠 様（上尾西ＲＣ）
〇RID2770財団奨学・平和フェロー学友委員会
　 委員　日坂敦夫 様（戸田ＲＣ）
〇小又義幸 様（川崎中央ＲＣ）

　　　　

　　　　

〇ロータリー平和フェロー　17期生

　 エリザベス・キャサリン・ガマラ 様

林　伸彦　幹事幹　事　報　告

〇エリザベス・キャサリン・ガマラ さんお母様
〇岩本たまき様（野口会員のご親戚）

　　



ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 内田秀彰　副会長

　　

◆野口会員
　 本日は皆様宜しくお願い致します。
 親戚の岩本たまきを連れてきました。エリザベスさんに紹介
 するためです。
◆増田(敏)会員
  エリザベス・キャサリン・ガマラ様、本日の卓話楽しみにして
 います。
 地区大会コホストクラブの依頼の為、小山宏明大会委員
 長は本日川崎ロータリーに行っています。
 月曜日は中央ＲＣ様、昨夜は新川崎ＲＣ様に伺い、依頼
 書をお 渡ししてまいりました。
◆小山会員
 エリザベスさん、本日の卓話宜しくお願い致します。
◆秦会員
 エリザベス・キャサリン・ガマラ様の卓話を期待していま す。
◆轟会員
 ロータリー平和フェローのエリザベス様、卓話を楽しみに
 しています。
◆鈴木会員
　 エリザベスさんようこそマリーンへ。本日のお話楽しみにし
 ています。本日は多くのお客様にお越しいただきました。
 誠に有難うございます。 
◆山本会員
 本日はエリザベス・キャサリンガマラ様、卓話宜しくお願い
 致します。
◆小枝会員
　 福嶋さん、お蕎麦ご馳走様でした。有難うございます。
 大変おいしかったですよ。
◆伊藤(秀)会員
 本日、卓話の後の質問は厳禁でお願いします。
 難しいことは通訳できません。
 しばらく英語を使っていませんので皆さん心優しく！
◆宮本会員
　 お世話になります。
◆松中会員
   エリザベス・キャサリン・ガマラ様、卓話のほど宜しくお願い
 致します。
◆河口会員
 日本語：桜が咲いた。満開の桜はとても美しい。
　 中国語：櫻花開了。盛開櫻花最美。
◆福嶋会員
 桜だ桜だ～。今日も元気で...。
◆林会員
 先日、妻の誕生日にお花いただきました。
 有難うございます。 妻も喜んでいました。

国際ロータリー第2590地区
2019-20年度ガバナー　轟　淳次

テーマ

原点を忘れずに挑戦
～入りて学び、出でて奉仕せよを実践しよう～

◆本日はお世話になります。
　（大宮ＲＣ　齋藤守毅様）
◆本日はお邪魔致します。宜しくお願い申し上げます。
　（川崎中央ＲＣ　小又義幸様）

本 日 の 卓 話

演題　『 ロータリー平和フェロー卓話 』 

ロータリー平和フェロー17期生

エリザベス･キャサリン･ガマラ様

担当：野口四郎会員

通訳：伊藤秀司会員

本日のニコニコ　　  20,000円

　　　累計金額 　  669,500円

学童野球大会お知らせ

「マリーンロータリークラブ杯争奪春季大会」

　開会式：4月13日(土)  8:00～

　閉会式：4月14日(日)13:00頃～

　場　所：宮前小学校校庭にて

3月31日(日)  2019-20年度 地区研修協議会
場所　聖光学院中学校高等学校
ホストクラブ　川崎大師ロータリークラブ

　　　

クラブ会報担当：増田敏雄委員長


