
★司会　西尾　猛 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　山﨑美津夫 会員

●川崎高津南ＲＣ
  2/4  （月）⇒5日（火）に変更移動例会　ＩＭに参加
 2/11（月）休会
 2/25（月）通常例会
    点鐘18：30　第３回クラブ協議会
  3/4 （月）通常例会　点鐘18：30　招聘卓話
 3/11（月）通常例会　点鐘18：30　招聘卓話
 3/25（月）⇒26日（火）に変更
    お花見例会　豆腐うかい
●川崎百合丘ＲＣ
  2/5 （火） ＩＭ参加
 2/12（火） 通常例会　招聘卓話　麻生警察署長
 2/19（火） 休会
 2/26（火） 夜間例会　点鐘18：00　笹子うどん

◎2月  7日（木） ⇒5日に変更　1.2.3ｸﾞﾙｰﾌﾟＩＭ開催
　　　　　　　　　　  ﾃｰﾏ「ＡＩと職業」夏野　剛 氏
　　　　　　　　　　  場所：ホテルＫＳＰ　登録開始13：00
            点鐘：13：30
◎2月14日（木） 創立26周年記念例会
　　　　　　　　　 会員卓話　山本会員
◎2月21日（木） 会員卓話　河口会員・轟会員　　

　 新川崎ＲＣ　　川崎南ＲＣ

　　　　

　　

　　

■山﨑美津夫
　　　　 親睦活動担当委員
　 
   1月のお誕生会

1.米山功労者表彰

 第2回マルチプル：

 小枝会員・増田(洋)会員

2.2019-20年度地区役員及び

 委員長のご委嘱状が届きま

 したのでご報告申し上げます。

　○2019-20年度　地区副幹事

　　 ・山﨑会員・小枝会員・野口会員・島田会員・林会員

　　 ・齋藤会員・増田(敏)会員

　○2019-20年度 地区大会委員長、兼、地区財務委員長

　   ・小山会員

3.次週2/5（火）「1.2.3ｸﾞﾙｰﾌﾟのＩＭ」を開催します。

 本日パンフレット配布いたしますのでご確認ください。

 当日スマホを用いアンケート行いながら講演をいたします。

 スマホにQRコードリーダーが無い方、事前にインストール

 をお願いします。方法は配布資料にを掲載されてます。
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川 崎 マリ ーン  ロ ータ リ  ーク ラ  ブ
例　会 毎週木曜日12:30

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)

　　　 TEL.044-222-4416

事務局 〒210-0004 川崎市川崎区大島1-26-13-1F

　　　 TEL.044-200-9249 FAX.044-200-9252

U  R  L :http://kawasakimarine-rc.com/

E-mail :marin-rc@eagle.ocn.ne.jp

2018～19年度 ＲＩテーマ

副会長
内田秀彰

幹事
林 伸彦

会長 
三野公一

2018-2019年度 RI会長
バリー・ラシン

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 

ビ ジ タ ー 紹 介 齋藤保則
親睦活動担当員

会員数

(敬称略)

本　日

前々回

前々回
メーク
アップ

出席率
該当者

出席者 欠席者 出席率
メーク
アップ

ホームクラブ

出席率

前回修正

　出　席　報　告 小峰則明
出席担当委員

35

34

31 29 93.55

32 25 80.65   0

   2

   6 80.65

会　長　報　告 三野公一 会長

　　　　ゲ  ス  ト  紹  介 三野公一 会長 

〇木村 教義 様（川崎中央ＲＣ）

林　伸彦　幹事幹　事　報　告

　　　　

1.例会変更のお知らせ
2.理事会議事録配布します。
3.寄付関係の確定申告用の領収証を配布します。
 再発行は出来きません。宜しくお願い致します。

〇ありません

　

１月のお誕生会

 

小山会員

茶谷会員

  



ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 内田秀彰　副会長

◆本日は大好きなマリーンクラブにメイクに参りました。
　 宜しくお願い致します。（川崎中央ＲＣ　木村教義様）

毎年恒例の豆まきに参加。一年の福をお願いしました。
裃姿で年男年女が川崎駅前を巡り街から鬼(災い)を追い払い、
境内では参拝者に福を授ける「厄除豆まき」を行いました。

　　

クラブ会報担当：増田敏雄委員長

◆轟会員
　 おかげさまで、この度のサンディエゴでの国際協議会
 (1/12～1/21の10日間)無事に全ての課題を消化してま
 いりました。次年度マーク・ダニエル・マローニー会長の
 テーマは「ロータリーは世界をつなぐ」になりました。
 地区テーマは、「原点を忘れずに挑戦」といたします。
◆島田会員
　 今日はつまらないお話をさせていただきます。
 皆様、おやすみなさいませ。
◆増田(敏)会員
 今日は元会長名古治さんの誕生日でした。
 生きていれば63歳。マリーンを愛して会長のまま亡くなり
 ました。きっと天国で見守ってくれていると思います。
◆野口会員
　 望月さん、島田さん、麦島さん、卓話楽しみにしておりま
 す。
◆小枝会員
 本日の会員卓話楽しみに来ました。望月会員、島田会員
　 麦島会員、宜しくお願いします。
◆中條会員
 本日は望月様、島田様、麦島様、卓話宜しくお願い致し 
 ます。
◆河口会員
　 望月さん、島田さん、麦島さん、本日の卓話宜しくお願い
 致します。
◆山﨑会員
 望月さん、島田さん、麦島さん、卓話楽しみにしています。
◆山本会員
   寒いですね。皆さん、お体に気を付けてください。
◆小山会員
　 皆様、御自愛ください。
◆鈴木会員
 来週から下の娘が技術交換でメキシコの大学へ２週間行
 ってきます。毎日があわただしいです...
◆増田(洋)会員
 27日の藤沢市民マラソンで16キロ走りました。
◆秦会員
 今日は雪が降るそうで、明日は起きるのが嫌だなぁ

本 日 の 卓 話

　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　  

      2月３日(日)「川崎稲毛神社節分祭」

『会員卓話』 

委 員 会 報 告 ②
〇雑誌「ロータリーの友」vol.67 No.1 掲載記事紹介
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松中秀司 雑誌担当委員　
　【横ページ】　
　p.3 RI会長メッセージ
　p.7-17  特集　職業奉仕 「今に生きる職業奉仕」

　【縦ページ】
　p.64 「友愛の広場｣
 ラシンＲＩ会長のクラブにメークアップ
  

 　～「ロータリーの友」をご覧になってください～ 

本日のニコニコ　　  32,000円

　　　累計金額 　  535,000円

　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　  

望月 幹仁 会員

島田　精二 会員

麦 島　 建 会員


