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 ソングリーダー　山﨑美津夫 会員

　

小枝義夫　幹事幹事報告

　　　　

1.例会変更のお知らせ
2.地区 委員長会議及びｾﾐﾅｰ参加のお礼
・7/7（木）ｸﾗﾌﾞ奉仕、広報公共ｲﾒｰｼﾞ向上ｾﾐﾅｰ
　参加者：宮本会員・望月会員・安本会長
・7/8（金）拡大増強セミナー
　参加者：飯坂会員・安本会長
3.7/16（土）水辺の楽校開催「干潟観察会」10～12時
4.8/21(日)ﾏﾘｰﾝ協賛「第23回かわさきﾛﾎﾞｯﾄ競技大会」
 　開催　場所：産業振興会館　時間9～18時
5.理事会議事録の配布

●川崎とどろきＲＣ
　　　7/18 （月）休会
　　　8/  8 （月）休会
　　　8/15 （月）休会
●川崎南ＲＣ
　　　8/16 （火）休会（理事会の裁量により）
　　　8/30 （火）夜間例会　中華街萬珍楼　点鐘18：30
　　　9/20 （火）休会（理事会の裁量により）

今後の予定

委員会報告

◎ 7月21日(木)　「会員増強委員長卓話」
　　　　　　　　　　　飯坂俊弘 会員増強委員長

◎ 7月28日(木)　「夜間移動例会」屋形船　
　　　　　　　　　　　18：00　川崎日航ホテル前出発
　　　　　　　　　　　18:15　サンピアン駐車場出発予定　

◎ 8月  4日(木)　「早朝例会（ラジオ体操）」　
　　　　　　　　　　　点鐘8：30　ｻﾝﾋﾟｱﾝかわさき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 入口噴水の辺り

安本好勝　会長 

 　　　　親睦活動委員

川崎南ＲＣ会長 山内耕三様に代表してご挨拶いただきました
　　　　　　　　　　　　安本丸の出航、おめでとうございます。
　　　　　　　　　　　　貴川崎マリーンRCは、水辺の学校等々、
　　　　　　　　　　　　支援活動や奉仕活動に積極的で、多く
　　　　　　　　　　　　の会員の方がご参加されている点でも
　　　　　　　　　　　　驚愕ですが、一般の方のご参加も多く、
　　　　　　　　　　　　ロータリーの良さをご理解し普及していく
　　　　　　　　　　　　ために大変貢献している点等、大変素
　　　　　　　　　　　　晴らしいクラブだと思っております。
フェイスブック等を拝見しても、全員で汗をかく姿は大変美し
く、川崎南RCも見習いたいと思っています。
この１年間、同期の会長幹事の方達の意見によく耳を傾けな
がら、何かよいプロジェクトがないか模索していきます。
とにかく楽しい一年にしたいと思っております。
今後ともよろしくお願いすると共に、川崎マリーンRCの益々の
ご繁栄とご隆盛を祈念して、挨拶に代えさせていただきます。

安本好勝　会長 

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　

川崎南ＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

特別ビジター紹介

ビジター紹介

ゲスト紹介

　　　　

　　　　

　　　　

　

　

　

中條藝立

鈴木慎二郎

　　　　　　出席報告                                           　　出席委員長

　　　　

　　

ありません

　　

てらお社会保険労務士事務所
寺尾 嘉代 様
　　

＜表敬訪問にお越し下さり
　　　　　　　誠に有難うございました＞
　川崎南ＲＣ　会長　山内　耕三様
　　　　　　　幹事　惠崎　和則様
　川崎幸ＲＣ　会長　山野　英二様
　　　　　　　幹事　野本　忠　様
　川崎大師ＲＣ会長　牛山　裕子様
　　　　パスト会長　金澤　康治様　
　川崎中央ＲＣ会長　後藤　雅晴様
　　　　　　　幹事　石川三枝子様
　新川崎ＲＣ　会長　櫻井　則雄様
　　　　　　　幹事　沼田　光義様

　　

　　

　　

会員数

(敬称略)
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前々回
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ホームクラブ
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1.ロータリー青少年交換、エリアス君が本日14時の便で
 　ドイツへ帰国します。例会と重なりましたが、関係方々
    がエリアス君のお見送りに行っています。
2.東ヶ崎潔記念ダイアログへの募金に対する御礼状が
　国際基督教大学より届いております。
3. 10/15(土)第15回ロータリー全国囲碁大会のご案内
　会場：日本棋院館
4.理事会報告

会長報告 安本好勝　会長 

　　　　

ありません



理事・役員・委員長　退任挨拶
　　　　

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 宮本欣淳　副会長

7月14日(木)エリアス君ドイツへ帰国 ～羽田空港～
さよなら、エリアス君。数々の思い出を残して交換学生のエリアス君がドイツへと帰って行きました。
｢また、きてね」「みんな、まっているよ」と皆からの声援に応えるように、エリアス君も皆さん
　　　　　　　　　　　  ありがとうと手を振って出国カウンターを後にしました。
　　　　　　　　　　　  我々も彼の姿が見えなくなるまで手を振って見送りました。

　　　　　　　　　　　　  川崎マリーンロータリークラブの皆さん有難うございました

                                      

★本日は、表敬訪問に参りました。宜しくお願いいたします。安本丸の無事な航海と
　 川崎マリーンロータリークラブさんの益々なるご発展ご隆盛をお祈り申し上げます。
　 安本会長、小枝幹事、7月5日に表敬訪問いただきどうも有難うございました。
　（川崎南ＲＣ 会長　山内 耕三 様・幹事　惠崎 和則 様）
★本日は、川崎マリーンロータリークラブに表敬訪問として伺いました。安本会長
　 小枝幹事、そしてクラブの皆様、一年間どうぞよろしくお願い致します。
　（川崎幸ＲＣ 会長　山野 英二 様・幹事　野本 忠 様）

安本好勝会長、小枝義夫幹事を始め、貴クラブの役員理事、会員皆様のご活躍とご健勝を祈念し、表敬訪問させていただきます。★
　（川崎大師ＲＣ 会長 牛山 裕子 様・パスト会長　金澤 康治 様）

表敬訪問に参りました。貴クラブとはゴルフ等の親睦活動を通じて交流を深めており、益々のご発展を心より祈念しております。★
　 本年も宜しくお願いします。
　（川崎中央ＲＣ 会長　後藤 雅晴 様・幹事　石川 三枝子 様）
★表敬訪問にお伺い致しました。一年間宜しくお願い申し上げます。貴クラブの益々のご発展をご祈念申し上げます。
　（新川崎ＲＣ　会長　桜井 則雄 様・幹事　沼田 光義 様）

◆島田会員
　 山内会長、牛山会長、後藤会長、石川幹事、沼田幹事、
　 金沢様、いつもお世話になっております。
 今日はよくいらっしゃいました。ごゆっくりどうぞ！
◆秦会員
　 理事・役員各委員長、一年間宜しく御指導のほどお願い
 致します。体調には十分留意してください。
◆増田洋一会員
　　やっと、やっとミャンマーに関連会社が出来ました。
◆伊藤秀司会員
　 小枝幹事、今日お待ちしております。
◆安本会員
　 本日、表敬訪問にお越しいただいた各クラブの会長幹事
 様ご苦労さまです。これから宜しくお願いします。

◆河口会員
　  本日は青少年交換のエリアス君の帰国見送りで羽田に
 来ています。14：05分発ルフトハンザです。
 例会に出られませんが会員皆様の思いを伝えます。
◆轟会員
 本日は第１グループ内の会長幹事の皆様、ようこそい ら
 っしゃいましてありがとうございます。
 本年も一年間宜しくお願い申し上げます。
◆武藤会員
  近隣ロータリークラブの会長幹事の皆様、よくい らっしゃ
 いました。今年も宜しくお願い致します。
◆小山会員
　 近隣クラブの会長幹事の皆様、ようこそいらっしゃいまし
 た。今年度も宜しくお願い致します。
◆鈴木会員
　 各クラブ執行部の皆様、ようこそマリーンＲＣへお越しくだ
 さいました。皆様の充実した一年をお祈り申し上げます。

会計　小山委員長
今回が２回目の登板です。会計は資金の管理が責務、
皆様、会費の徴収事務を簡素化するため、出来る限り
一括でのお支払いをお願いいたします。またいくつか
補助金をお願いすると存じますが、その際もご協力を
お願いします。これからも会長幹事副会長の三役と連
絡を密に取りながら一年間頑張ります。

米山記念奨学事業　三野委員長
今回は３回目就任です。この役割は優秀な外国人留学
生を支えることです。現在お預かりしている韓国からの
米山奨学生、陳成姫さんのカウンセラーも私が引き受
けております。皆様、仲良くしてあげてください。また今
年も米山への寄付、全員参加でお願いいたします。

長期戦略計画　小枝委員長　
私は３代目委員長です。初代の河口委員長は定款変
更、二代目安本委員長が形を整えてくださいました。
これは野球に例えると、１番バッター、２番バッターが出
塁、３番バッターの私は打点をあげることが使命だとっ
ております。また規定審議会の決定でクラブの裁量が
大幅に緩和されました。これは会員増強やクラブの存
続をかなり意識したものだと思っています。それをふま
えて、これからどういった方向性が良いのか皆様のご意
見を聞きながら決めていきたいと考えております。高良
ガバナーから頂いた「不易流行」（永遠に変わらない決
まり事を守りながら新しいものを取り入れていくという意
味。芭蕉の言葉）という言葉があります。我々ロータリー
には、失っていけない部分の中に新しく取り入れていく
べき部分があると思っています。この教えに従い、伝統
を守りながら新しいものを取り入れ頑張る所存です。す
なわち絶対に譲れない中心になるものを持ちながら、
様々な変化に対応する力を身に着け、根本を失わず、
より広く社会にアピールしていく所存です。

プログラム　鈴木委員長
安本会長の「クラブをもっと好きになろう」という方針の
下、前年度の野口委員長の方針を少し変えて、原点に
戻り、なるべく当クラブや2590 地区の方達に卓話をお
願いしたいと考えております。まだ５コマ位空いている
ので、皆様、どなたか素敵な卓話をご提供してくださり
そうな方に心当たりがあれば教えてください。また本日
ご臨席の他クラブの会長様方々に、来年の３月～６月
頃、一年を振り返った苦労話等をお願いできたら最高
です。今年は8月4日に初めての試み、朝例会を行いま
す。地区では卓話バンク等、新しい仕組みもあるようで
すが、出来る限り身内の方達のお話をお聞きしたく、ま
た、会員の方がもっとロータリーを好きになるようなプロ
グラム作りを行っていきたいと思っております。

出席　中條委員長
頑張ります。

クラブ会報　伊藤秀司委員長
漢字の書けない私にとって最も不向きな書記的役割の
クラブ会報委員長、参ってます。そこで、今年は初めて
の試みでとして、手書きでのメモではなくてパソコンを
持ち込みメモを取ろうと目論んでおります。しかしなが
ら指も動きません。こんな状態ですが、秦さん、野口さ
ん両副委員長のお力をお借りしながら精一杯頑張りま
すのでよろしくお願いいたします。

職業分類　武藤委員長
私の役割は、多くの職業から新会員を獲得することだ
と思っています。　その点で、少しでもクラブの発展に
寄与できますように頑張る所存です。

広報雑誌記録　望月委員長
前任の山本委員長を踏襲しようと、ロータリーの友を事
前に読もうと考えたのですが、一ページも読まずに寝
てしまいました。反省しています。今年は川崎マリーン
の記事がロータリーの友に取り上げられればいいなと
考えておりますので、その実現に向けて頑張ります。

社会奉仕　西尾委員長
今回が２回目の社会奉仕委員長ということです。それ
は会長から「君にしかできない、頑張れ」と言われてい
ると粋に感じております。ですから今後、より一層ロー
タリーの理解を深め頑張る所存です。また今年の社会
奉仕は地区補助金2700ドルを受け、神奈川県の赤十
字に対してプロジェクターやパソコンを提供することが
決定しております。また8月には福田市長をお招きして
献血活動、さらには時期は未定ですが盲導犬育成に
対する重要性について市民の理解を深めるための啓
蒙的募金活動、ロボット競技会（2万円寄付済）等、皆
様のご参加をお願いする行事が目白押しです。
なるべく多くのご参加をお願いいたします。

理事役員・委員長就任挨拶

東日本大震災義援金　 2,000　円

　　　累計金額 　　　5,000　円

本日のニコニコ　　　64,000　円

　　　累計金額  　 108,000　円

クラブ会報担当：伊藤秀司委員長
　　　　　　　　　  ：河口武生会員


