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前回修正

★司会　伊藤恒満 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  内田秀彰 会員

増田敏雄

中條藝立

森野知良

　出席報告

会長報告 安本好勝　会長 

　

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

川崎幸ＲＣ
　・五十嵐一治 様　 ・片山  量隆　様
　・岸　   政幸　様　 ・守屋  正秀　様
　

卓話通訳
尹 濟 榮（ユン・ジェヨン）様

1.Ｒ財団の表彰　轟　淳次会員
　 Ｒ財団マルチプルポールハリスフェロー第6
 バッジを贈呈します。
2.鈴木慎二郎会員が
　「ポールハリスソサエティ」
 に入会いたしました。
　当クラブ３名となりました。
3.会員増強・維持に
　 ラストスパート！
　※配布資料をご覧ください。

1. 例会変更のお知らせ
2.本日、18-19時「水辺の楽校総会」があります。
 関係者の方宜しくお願いします。
3.5/27(土)、水辺の楽校「干潟観察会」
4.6/2（金）事務局連絡会(ソシア21)のため
 午後は不在となります。
5.本日、被選理事会開催
6.次週 6/1(木)新・旧合同理事会開催

今後の予定
◎ 6月  1日(木)  「だいし水辺の楽校
　　　　　　　　　　　”多摩川河口の干潟が教室”」
      NPO法人多摩川干潟ﾈｯﾄﾜｰｸ
 　　　　　　　　 理事長　 佐川 麻理子 氏

◎ 6月  8日(木)  「戦略計画委員会卓話」
　　　　　　　　　　　小枝 義夫戦略計画委員長

◎ 6月 15日(木)  「理事役員退任挨拶」
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川崎南ＲＣ

●新川崎ＲＣ
 5/31(水)　休会（理事会裁量により）
 6/7（水）～8(木)　
    一泊移動例会
　　　　　　　　 奥湯河原「山翠桜」
 6/28(水)　休会（理事会の裁量により）
　　　　　　　　※6/7は通常例会なのでメークアップ
　 　　　　　　　　受付は18：00～18：30

＊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
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小枝義夫
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委員会報告　 　　

　　 　　

　　　　 安本好勝　会長 ゲスト紹介

■増田敏雄青少年奉仕委員長

　  5/27(土)水辺の楽校「干潟観察会」の件

■野口四郎 親睦活動委員長

     6/22(木)期末一泊移動例会ハイキングの件

　

国際ロータリー 第3690地区
パストガバナー
現・地区ロータリー財団委員長
安 熙 珍（アン・ヒジン） 様　
富川素砂ＲＣ (Bucheon-Sosa)                      
　　　演題　「安熙珍パストガバナーをお迎えして」

　　　　

安本好勝　会長 スピーカー紹介



クラブ会報担当：伊藤秀司委員長・河口委員

◆河口会員
 　安熙珍パストガバナ－、本日はようこそいらっしゃい 
 ました。 昨年の世界大会では大変お世話になりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◆中藝会員
 安熙珍パストガナバーようこそマリーンＲＣへ
 本日は宜しくお願い致します。
◆福嶋会員
 小枝さん、もうすっかりですね。
 全快して心より嬉しく思います。
◆安本会員
　 国際ロータリー第3690地区パストガバナー
  安熙珍様、川崎マリーンへようこそ。
  本日の卓話楽しみにしています。
◆小枝会員
 入院治療のため、お休みしておりました。
 めでたく復帰致しました。
 ご支援下さり有難うございました。
 また、お見舞い 有難うございました。
◆伊藤秀司会員
 安パストガバナー様、川崎マリーンＲＣにようこそ。
 本日の卓話、宜しくお願いします。

◆島田会員
 安熙珍パストガバナーいらっしゃいませ。
 川崎マリーンＲＣ例会をお楽しみください。
 内田さん、先日は大変お世話になりました。
◆  山本会員
  安様、本日の卓話宜しくお願い致します。
 川崎幸ＲＣの皆様、いらっしゃいませ。
 本日は楽しんでください。
◆秦会員
 安熙珍様、ようこそ。本日の卓話宜しくお願いします。
◆轟会員
　 ようこそ、第３６９０地区PG安熙珍様、世界大会では
 お世話になりました。 
◆武藤会員
    安さん、よくいらっしゃいました。
 飯塚先生いつもお世話になります。
◆鈴木会員
　 安パストガバナーようこそおいで下さいました。
 本日のお話宜しくお願い致します。
◆増田敏雄会員
　 安熙珍パストガバナー。ようこそいらっしゃいませ。
 尹さん、本日はお手伝いご苦労様です。
 又、ゴルフの指導をお願いします。

本日の卓話 『安熙珍パストガバナーをお迎えして』

　ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 宮本欣淳　副会長

右にシジミ投入↓

★本日は慣れない４名でメークアップに参りました。
　 宜しくお願い致します。
　 川崎幸ＲＣ：
　 五十嵐一治 様、片山 量隆 様、岸 政幸 様、守屋 正秀 様

本日の災害義援金     6,000 円

　　　　累計金額   147,006 円

本日のニコニコ　　　23,000 円

　　　　累計金額   759,000 円

国際ロータリー第3690地区 パストガバナー・ソウル国際大会実行委員
現・地区ロータリー財団委員長
安 熙 珍 様
◆国際大会の御礼
昨年5月28日(土)から6月1日(水)まで、韓国ソウルで開催されたロータリー国際大会に
ﾏﾘｰﾝＲＣﾒﾝﾊﾞｰ多数参加いただき有難うございました。107回目となる国際大会、世界
160カ国、44,607名、外国人19,558名が参加しました。その中で日本人は6,708名が参
加しました。会場はKINTEX（キンテックス）、韓国最大のイベントとなりました。
大会のメイン会場でのサプライズ演出として、ホログラムのポール・ハリス氏が登場しラ
ビンドラン会長と対話するという一幕もありました。各ブース800近くありましたが大盛況
のうちに終えることができました。
◆国際大会の準備
大会決定権は全てＲＩ主導のもと行われ、韓国側は組織委員会を立ち上げ、3年前か
ら1/月、近くなると1/週で行いました。ホテル、シャトルバス等の手配についてもＲＩチ
ームが行い、韓国の役割は大会をサポートするという位置づけでした。また、開催国
としては毎月寄付金を募りました。準備が大詰めを迎えると多い時でKINTEX会場を
１日２万歩、歩いた事もありました。
　最後にZONEと会員数の関係について、質問を投げかけると丁寧に答えて下さいました。昨年度に続き、３度目
のご来訪ですが、毎回貴重なお話を聞かせていただいております。本日は誠に有難うございました。

　 5/27(土)水辺の楽校「干潟観察会」
「だいし水辺の楽校」に対する新地区補助金プロゼェクトに依る支援活動」
（2013～2014年ロータリー財団地区補助金プロジェクト「未来の夢計画」）
 
初めに、佐川理事長の挨拶と、校長先生、スタッフよりの大師河原水災センタ
ーの役割、干潟観察についての説明及び注意事項がありました。水災センタ
ーは、国が90%、川崎市が10%の出費で運営されています。災害拠点の役割を
担い、土のう、防災フェンス、排水車等を備えています。普段は地域の環境発
信をしていて、私達がその運営を任されているとの説明がありました。参加者
は、子供達7名とその保護者、マリーン3名です。  子供達は喜び勇んで向かい
スタッフ、マリーンの面々の誘導の元、大師橋下の干潟に到着しました。
そしてカニを捕まえては、キャー、キャーと大騒ぎでした。干潟では、
「コメシモガニ」「ヤマトオサガニ」「アシハラガニ」「ケフサイソガニ」
「クロベンケイガニ」のカニ類が見つかった。先月に比べてカニ達も、一回り大き
く成っていました。その他「ヨウジウオ」「水クラゲ」「チチブ」「ボラの幼魚」「マハゼ」
が観察出来ました。最後に捕まえた生きものを元の干潟に戻しました。教室に戻り
シジミの浄化能力の実験を行い、改めてシジミの汚水浄化の高さを実感出来まし
た。（写真右下）※色の違いを確認してください。
川崎マリーンロータリークラブ参加者：⼩枝幹事、⻄尾、河⼝会員
⽂責 河⼝ 武⽣


