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★司会 内田秀彰 副SAA
★点鐘 安本好勝 会長
「我らの生業」「四つのテスト」

安本好勝

安本好勝

会長

会長
●ロータリー青少年交換学友
エリアスくん
●エリアス君の妹様
アメリーさん
エリアス君、アメリーさん
ようこそマリーンＲＣへ

ビジター紹介

山﨑美津夫 親睦活動委員

ありません

出席報告
本

日

前々回
前々回
メーク
アップ

中條藝立 出席委員長

副幹事

●川崎西北ＲＣ
4/22（土）→20（木）例会を移動 経営大講演会
4/27（木）昼間例会
5/4 （木）祝日休会（みどりの日）
6/1 （木）→5/30移動例会「3ｸﾗﾌﾞ合同例会」
ホテル・モリノ 点鐘18：00
●川崎とどろきＲＣ
4/17（月）夜間移動例会 横浜中華街
4/24（月）休会、5/ 1（月）休会
5/21（日）～22（月）一泊移動例会熱海山木旅館
5/29（月）休会
●川崎中原ＲＣ
4/20（木）→22（土）変更 経営大講演会に参加
4/27（木）定期早朝例会→昼例会に変更
5/ 4 （木）休会（定款による）
5/11（木）定期早朝例会→昼例会に変更
5/25（木）→20（土）創立30周年記念式典 14：50
6/15（木）休会（定款による）
6/22（木）ファイナル夜間例会
6/29（木）休会（定款による）
●川崎中ＲＣ
5/ 2（火）休会
5/23（火）→20（日）～21（月） 一泊移動例会に変更
●川崎北ＲＣ
4/19 （水）→22（土）休会（定款により）
5/31 （水）夜間例会 屋形船「長八」

＊週報を送ってくださったＲＣ

前回修正
ホームクラブ
欠席者 出席率 メーク
アップ 出席率

ありません

35 32 24
35 32 24

8 75.00
8 75.00 6 93.75

今後の予定

福嶋安行・小枝義夫・松中秀司・御幡幸男・森野知良
島田精二
(敬称略)

安本好勝

猛

＊近隣ＲＣからのお知らせ

会員数 出席率 出席者
該当者

会長報告

西尾

2016-2017年度 RI会長

ジョン F. ジャーム

1. 例会変更のお知らせ
2. 4/8度盲導犬金募金活動が雨天で中止となって
しまいました。
募金箱を回しますので是非ご協力のほどお願
い申し上げます。

国際ロータリー 第２５９０地区
米山学友委員会
増田 敏雄 様
演題 「米山学友との交流について」

ゲスト

会 長
幹 事
副会長
安本好勝 小枝義夫 宮本欣淳

幹事報告

ソングリーダー 伊藤恒満 会員

スピーカー紹介

1135
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会長

1.4/9（日）マリーン杯争奪 学童野球閉会式も雨天
の為、延期となりました。
16（日）に宮前小学校で開催します。
※閉会式に参加する方13：30までにお越しくだ
さい。
2 .第1 1回議事録配布します。
3 . 4 / 29（土）新年度の水辺の楽校開校式を行い
ます。10-12時

◎ 4月20日(木) →22日（土）
「ロータリー経営大講演会」
集 合 11:15 ＪＲ川崎駅時計台
講演会 13：00
◎ 4月27日(木) 「飛行機あれこれ」 望月幹仁 会員
◎ 5月 4日(木) 休会（祝日 みどりの日）

委員会報告
■御幡幸男 親睦活動委員長
5/21（日）富津ｼﾃｨRCとの合同ゴルフコンペの件
■伊藤秀司 次年度幹事
期首計画報告書作成のお願い 4月末まで

本日の卓話
『米山学友との交流について』
1.地区米山祈念奨学委員会の組織と事業
2.奨学生選考の目安
3.変わりつつある米山を取り巻く環境
4.世界に羽ばたくYONEYAMA 動画鑑賞

【卓話資料 別紙】

国際ロータリー 第2590地区
米山学友委員会 増田敏雄 様

【YouTube】 RotaryYoneyama MemorialFoundation 「世界に羽ばたくYONEYAMA」より抜粋

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ

宮本欣淳

副会長

本日の災害義援金
累計金額

8,000 円
142,006 円

◆野口会員
エリアス、アメリーようこそマリーンに来てくれました
ね。本日はごゆっくりして下さい。
◆武藤会員
1.エリアス君、妹さんよくいらっしゃいました。
2.増田さん、卓話よろしく。
◆ 秦会員
増田さんの卓話しっかり聞かせてもらいます。
エリアス君、ようこそ。妹さん共々楽しんで下さい。
◆御幡会員
エリアス君、久しぶり。また身長伸びたね。
増田敏雄卓話、楽しみです。
◆轟会員
地区米山学友委員会より、増田敏雄様お越しくだ
さいました。本日の卓話楽しみにしております。
◆小山会員
地区米山学友委員増田様、本日の卓話宜しくお
願 い致します。
◆鈴木会員
1.増田さん、本日の卓話勉強させていただきます。
先週、大学の友人の墓参りに行ってきました。
年齢を考えると複雑な思いです．．．
2.エリアス君、お帰りなさい。
◆茶谷会員
1.エリアス君、お久しぶり。また大きくなったね。
2.来週土・日、ホットドックとコーヒー、半額セール
やります。両方食べても￥100ですよ！

本日のニコニコ
累計金額

17,000 円
677,000 円

◆中條会員
エリアス君ようこそマリーンへ～
本日､増田様の卓話楽しみにしております。
◆山本会員
地区の活動及び奉仕活動に参加出来ず大変申
し訳ございません。
◆福嶋会員
桜は駄目だが、さつきで咲くか。一句
◆山﨑会員
カナダより戻って参りました。
バンクーバーの桜も満開でした。
森野会員、研修会への出席ありがとうござました。
増田会員、卓話宜しくお願いします。
◆伊藤秀司会員
増田様、本日の卓話宜しくお願いします。
エリアス君、妹さん、日本へ、マリーンへようこそ。
◆河口会員
エリアス君、アメリーさん、
ようこそいらっしゃいました。
増田敏雄会員､本日の卓話宜しくお願い致します。
◆安本会員
エリアス君お久しぶりです。妹のアメリーさんも宜
しく。楽しんで行ってください。
地区米山学友委員の増田敏雄会員のお話楽し
みにしています。
クラブ会報担当：伊藤秀司委員長

