
★司会　伊藤恒満 副SAA
点鐘　安本好勝 会長★
ロータリーソング★

「手に手つないで」「笑顔の集い」

 ソングリーダー　中條藝立 会員

　

小枝義夫　幹事幹事報告
1.例会変更のお知らせ

●川崎幸ＲＣ
　　9/28（金）休会（定款細則により休会）

今後の予定

委員会報告

◎ 8月25日(木)　増田敏会員 担当
　  　　　　　　　　　外部卓話
　　　　　　　　　　　「子どもたちの貧困について」
　　　　　　　　　　　元川崎市立富士見中学校校長
　　　　　　　　　　　青山正彦 氏

◎ 9月  1日(木)　「地域包括ケアを通して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職業奉仕を考える」　
　　　　　　　　　　　内田秀彰 職業奉仕委員長

◎ 9月　8日(木)　「三野米山奨学事業委員長卓話」
　　　　　　　　　　　三野公一 米山奨学事業委員長　
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 　　　　親睦活動副委員長
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国際ロータリー 第2590地区
クラブ奉仕副委員長
鈴木憲治　様（川崎麻生ＲＣ）
　　演題「ロータリーと出会って」

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　

富津シティＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     特別ビジター紹介
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スピーカー紹介

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　

　

　

　

中條藝立

西尾　猛

会長 和田充敏 様

　　　　　　出席報告                                           　　出席委員長

　　　　

　　

ありません

　　

ロータリー米山奨学生
陳成姫（ジンソンヒ）さん

　　

　＜表敬訪問にお越し下さり
　　　　　　　誠に有難うございました＞

　富津シティＲＣ
　会長　和田充敏様
　幹事　緒形　弘様
　　　　窪田　謙様
　　　　高木一彦様
　　　　宮崎晴幸様
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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)
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1.卓話バンクホームページ公開のお知らせ
　アクセス方法、依頼方法を記載したプリントを各テーブ
　ルに配布してあります。
2.ロータリー青少年交換帰国報告会、来日学生歓迎会
　9/3（土）14時～　サンピアンかわさき
3その他
①8/4研修委員長会議、8/8青少年奉仕委員長会議、
　増田敏雄会員、ご参加有難うございました。
②8/23(火)職業奉仕委員長会議
　15：00～17：30（小枝幹事、安本会長）
③8/20(土)水辺の楽校　10～12：00　「干潟観察会」
④8/21(日)ロボット競技大会へのご参加をお願いします。
　10～15：30　ロボット競技　、15：50～　表彰式
⑤本日は理事会があります
⑥山本会員のご様子報告をいたします。
　 8/15（月）に一時退院をされ、9/4までご自宅におられる　
　予定ですので宜しくお願い致します。

会長報告 安本好勝　会長 

　　　　

■小山地区補助金委員長
　ロータリー財団ハンドブック配布について福嶋安行・伊藤秀司・小峰則明・中條藝立

轟　淳次・麦島　建



ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 宮本欣淳　副会長

　　10：00　　　はじめの会
　　10：30　　　干潟へ出発
　　　　　　　　　（だいし橋下の干潟）
　　11：30　　　干潟の観察・生き物発表
　　12：30　　　終わりの会

【参加者】
　　御幡会員・鈴木会員・安本会員・小枝会員
　　河口会員・増田敏雄会員（6名）

【参加者】
　　安本会員・小枝会員・西尾会員・増田敏雄会員
　　増田洋一会員・河口会員・鈴木会員・轟会員
　　森野会員、梶川会員（10名）

8月20日(土)水辺の楽校　干潟観察会

8月21日(日)かわさきロボット競技大会

★本日は例会に参加させていただき、有難うございます。
　 本年も宜しくお願い致します。　（富津シティロータリークラブ 様）
★鈴木プログラム委員長のご命令でお伺いしました。宜しくお願い致します。
　（鈴木憲治様　川崎麻生ロータリークラブ）

◆鈴木会員
 鈴木憲治様、ようこそおいで下さいました。本日は勉強させ
　 ていただきます。
 富津シティの皆様、表敬有難うございます。
 今期も宜しくお願い申し上げます。
◆伊藤秀司会員
　 鈴木様、本日の卓話宜しくお願いします。
 富津シティＲＣの皆様、ようこそマリーンへ。
◆増田洋一会員
　 やっとミャンマーＤＣＳの仮登記が出来ました。9月に正式
 登記の予定です。
◆三野会員
　 私もお遍路の旅に行って来ました。88番目から50番目迄
 回りました。大変でした。
◆安本会員
　 鈴木憲治様、本日の卓話宜しくお願いします。
 和田会長をはじめ、富津シティロータリークラブの皆さんよ
 うこそお越し下さいました。
◆小枝会員
  富津シティＲＣの皆さん、本日は表敬訪問有難うございま
 す。 鈴木憲治様、卓話宜しくお願いします。

◆島田会員
1. 鈴木憲治様、いつもお世話になります。本日はよくいらっ
 しゃいました。
2.富津シティの皆様、いらっしゃいませ。
◆増田会員
1 .鈴木憲治様、本日の卓話宜しくお願い致します。
2.富津シティロータリークラブ、和田会長はじめ幹部の皆様
 ようこそ。今年も宜しくお願いします。
◆秦会員
 久しぶりに例会に出てきたような気がします。
◆河口会員
1.富津シティＲＣの皆様、本日はようこそいらっしゃいました。
2.鈴木地区クラブ奉仕副委員長、本日の卓話宜しくお願い
 致します。
◆小山会員
　 鈴木憲治様、本日の卓話楽しみにしております。
◆福嶋会員
　 富津シティの皆様久しく小生ご無沙汰しており今日の 日
　 を楽しみにお待ちしておりました。
◆轟会員
1.麻生ＲＣ、鈴木様、本日はようこそ。
2.富津シティＲＣ和田会長をはじめ皆様ようこそ。
◆松中会員
 国際ロータリー地区クラブ奉仕副委員長鈴木様、本日は
 卓話のほど宜しくお願します。
 富津シティロータリークラブの皆様、ようこそ。
◆武藤会員
 富津シティＲＣの皆様、よくいらっしゃいました。

本日のニコニコ　　　36,000　円

　　　累計金額  　 168,000　円

クラブ会報担当：伊藤秀司委員長

　鈴木 憲治　様 　※卓話内容は別紙にて配布

　国際ロータリー 第2590地区　クラブ奉仕副委員長

本日の卓話

　

演題『ロータリーと出会って』

川崎マリーンロータリークラブ賞

『蒼籟』東京電機大学自動制御研究部 
　　　　 三澤朋也さん 

  国際ロータリー2590地区クラブ奉仕副委員長 鈴木憲治様に、「ロータリーと出会っ て」と
  いう題材で卓話を頂戴しました。卓話内容の詳細については別紙 をご覧ください。
    　 鈴木委員長のロータリーライフは、川崎百合丘RCの15周年記念事業として出来た川
  崎  麻  生クラブ設立時のチャーターメンバーとして始まったそうです。その際、親クラブから  
  本  来は10人程度の移籍があるはずでしたが、実際はわずか一人の移籍に留まりました。
   創立時、関口会長の下、幹事を任され、右も左もわからないままスタートされたそうです。
  その後、クラブ会長、地区ではライラ、財団、米山奨学金事業等々、様々な委員を経て
  ガバナー補佐もご経験されました。ミスターロータリーと言っても過言ではないキャリアを
お持ちです。今回当クラブから「何故、ロータリーに引き付けられるのか、ロータリーの何がそうさせるのか」といった
テーマでお願いし、大変有意義なお話をお伺いすることができました。
　卓話の真髄として、ロータリーの本質とは何か、クラブ奉仕とは何かに言及、「最も奉仕するもの、最も報われる」の
奉仕の精神を説かれていかれました。そしてその卓話の中で一番頼もしかったのが、チャーターメンバーとしてクラブ
を存続させる責任を強く感じていると力説された点です。真のロータリアンの意気込みが伝わってきた卓話でした。
本日は誠に有難うございました。


