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★司会　増田洋一 副SAA
点鐘　安本好勝 会　長　★

「それでこそロータリー」
 ソングリーダー  中條藝立 会員

山﨑美津夫

中條藝立

福嶋安行・河口武生・増田敏雄・野口四郎
鈴木慎二郎・轟　淳次

　出席報告

会長報告 安本好勝　会長 

Ｒ財団寄付ご協力を
有難うございました

　

ビジター紹介

特別ビジター紹介

                                           　　出席委員長

                                     親睦活動委員

小枝義夫　幹事幹事報告
ありません

1.Ｒ財団より表彰バッジを贈呈致します。
　・マルチプル第３段階：小山会員
　・マルチプル第５段階：山本会員
2.9/23（土）「第14回ﾛｰﾀﾘｰ韓日親善会議」開催
　グランドハイアット・ソウル13：00 ～
 出欠票を回覧いたします。

3.その他
  武藤会員よりクラブを退会なさるとのご報告を
  いただきました。

1. 例会変更のお知らせ

今後の予定
◎ 7月  6日 (木)  「三役就任挨拶」

◎ 7月 13日(木)  「理事役員・委員長就任挨拶」

◎ 7月 20日(木)  「新会員卓話」
　　　　　　　　　　　　林　伸彦　会員
　　　　　　　　　　　　麦島　建　会員

35
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33 25 75.76

33 20 60.61    13      6
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78.79

ありません

ありません

＊週報を送ってくださった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 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

　

2016～2017年度
ＲＩテーマ

     ROTARY SERVING HUMANITY  
     人類に奉仕するロータリー

2016-2017年度 RI会長

ジョン F. ジャーム
副会長

宮本欣淳

幹　事
小枝義夫

会　長
安本好勝

ＳＡＡ
茶谷龍太
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　　　　 安本好勝　会長 

安本好勝　会長 

　  Ｒ財団表彰
　第３段階小山会員

　第５段階山本会員

ゲスト紹介

ありません

会長

野中　茂 （川崎ＲＣ）

ロータリー青少年交換

エンマ・サラ・

　　ヨーツェンネヴァさん

　

委員会報告　　
　　

■御幡幸男 親睦活動委員長

   ６月のお誕生会

■中條藝立 出席委員長

　 出席100％の報告及び表彰式

■西尾　猛 社会奉仕委員長

　 災害義援金の報告及び表彰式

　 　　
　　 　　

６月のお誕生会 

野口四郎会員

  6月29日

　

Happy
 Birthday!



クラブ会報担当：伊藤秀司委員長

◆山本会員
 三役の皆様、一年間大変ご苦労様でした。
◆小山会員
　 安本会長、小枝幹事、宮本副会長御苦労様でした。
◆河口会員
    三役の皆様、一年間大変お疲れ様でした。
◆中條会員
   安本会長、小枝幹事、宮本副会長一年間大変お疲
 れ様でした。
◆伊藤秀司会員
    安本会長、小枝幹事、宮本副会長一年間お疲れ様
 でした。
◆増田洋一会員
    皆様、一年間大変お世話になりました。
 次年度幹事の大役が務まるか不安ですが、皆様宜
 しくお願いします。
◆安本会員
 エンマ・サラ様ようこそ。柔道は強くなりましたか？
　 会員の皆様には今年度ご協力有難うございました。
◆小枝会員
 幹事として力不足でしたが、皆さんのご協力で一年
 間を通すことができました。今日と明日残りの２日間
 しっかり頑張ります。
 

◆武藤会員
 会長はじめ、三役理事の方、一年間ご苦労様でした。
◆  野口会員
  安本会長、三役の皆様、一年間大変御苦労様でした。
◆轟会員
　 安本丸の無事を帰港を祝って
　 野中会長、エンマちゃんご来訪ありがとうございます。
◆鈴木会員
　 安本丸、三役の皆様、一年間お疲れ様でした。
 アトランタでのバナー交換の戦利品を回覧致します。 
◆秦会員
    暑いものですね。役員の方々、お疲れさんでした。
◆西尾会員
    安本会長、小枝幹事、宮本副会長また、各委員長の
 皆 様、１年間御苦労様でした。
　 武藤さん、長い間ロータリーお疲れ様でした。
 これからも健康に気を付けて、今後のご活躍をご祈念
　 申し上げます。
◆福嶋会員
    安本会長、三役、理事の皆様一年間ご苦労様でした。
◆島田会員
 安本会長をはじめ理事役員の皆様、大変お疲れ様
 でした。

　ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 宮本欣淳　副会長

★今年度フィンランドからの青少年交換学生エンマ・サラが帰国前の
　 御挨拶に参りました。一年間ご支援誠に有難うございました。
　 野中　茂様（川崎ＲＣ）

本日の災害義援金     8,994 円

　　　　累計金額   211,000 円

本日のニコニコ　　　28,000 円

　　　　累計金額   870,000 円

理事・役員・委員長　退任挨拶
　　　　　

　安本好勝　会長　 　  小枝義夫 幹事　 　  宮本欣淳　副会長　

三役退任挨拶

　出席100％表彰

　　ホームクラブ　4名

　　メーク含む　 15名

2016-17年度　災害義援金
ＢＯＸにご協力いただいた
皆様有難うございます。
感謝状と記念品をお送り
いたします。
安本会長より、代表で小山
宏明会員が受け取りました。
20名参加 総額211,000円
御協力有難うございました。
社会奉仕委員長 西尾　猛

　
　

　

　　　　

　　

　  武藤 泰基会員
（1993年 創立会員）

武藤さん、これまで長い間
大変お世話になりました。
ありがとうございました。
今後益々のご活躍お祈りい
たします。

退会挨拶義援金寄付表彰

出席表彰

　　

　

　　

　

　　

　

　　　　

　　

　

　

　

　


