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伊藤恒満　幹事幹事報告

川崎ＲＣ　　　飯塚  正良　様
川崎南ＲＣ　　上田  英信　様
川崎中央ＲＣ　坂本  竜麻　様・森川友生男　様
　　　　　　　本田　　修　様・岩井　正美　様

●スピーカー紹介

　国際ロータリー 第3690地区(韓国)

　パストガバナー

　安 熙 珍　様

●在日本大韓民国団 神奈川県川崎支部

　副団長

　尹 濟 榮 様

●株式会社タウンユース

　金屋 大輔　様

河口武生　会長 ゲスト紹介

本日は近隣ロータリークラブより多数のご参加をい
ただきまして有難うございます。
1.2016-17年度　青少年交換学生募集のご案内
2.ポール・ハリス・ソサエティへの入会のお願い
3.その他
   9/7（月）15：00～17：00ロータリー財団セミナー
 　会長、宮本委員長出席します。
　

1.例会変更のお知らせ
2.9/12（土）水辺の楽校「ハゼ釣り大会」13～15時
3.10/15（木）移動例会ＩＣＵ参加人数の確認
4.次週9/10(木)ガバナー公式訪問

今後の予定

◎  9月17日(木) 「外部卓話」
　 　王 伸 子 様
　 　専修大学文学部　教授

◎  9月24日(木) 「私の地域活動の原点　外部卓話」　
　　酒井 靖恵 様　　
　　神奈川県日赤紺綬有功会　会長
　　
◎ 10月 1日(木) 「ロータリー米山月間卓話」
　　三野公一ロータリー米山奨学事業委員長　担当
　　国際ロータリー　第2590地区より

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
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＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

委員会報告

　

　　

■安本好勝　長期計画委員会
　長期計画委員会計画を配布致します。

■野口四郎　プログラム委員長
　10/15(木)ＩＣＵ国際基督教大学の訪問見学の件

■松中秀司　親睦活動委員
　10/22(木)鎌倉散策についてご案内します。
　出欠をＦＡＸにてお知らせください。



◆武藤会員
   安パストガバナーようこそいらっしゃいました。
◆増田敏雄会員
　 安熙珍パストガバナー様、本日の卓話宜しくお願い
　 致します。
◆福嶋会員
　 安熙珍様のご来訪をお待ちしておりました。
　 本日は宜しくお願いします
◆中條会員
  アンニョンハセヨ。ようこそ安パストガバナー様。
　  本日もどうぞ宜しくお願い致します。
◆小山会員
 　 安ＰＧようこそいらっしゃいました。
◆河口会員
　  安熙珍様、本日は当クラブへようこそいらっしゃいま
　  した。韓国のＲＣの現状についての卓話、大変楽し
　  みです。宜しくお願い致します。
◆安本会員
　  安熙珍　第3690地区パストガバナー様、本日はお話
　  楽しみにしております。

本日は、安煕珍様に韓国のロータリークラブの現状について、パワーポイントを使って
説明していただきました。韓国での会員の状況は、近年特に女性会員が増え、さまざま
な場面で活躍している。また、会員増強の手法や入会後の若い会員に対する配慮につ
いてなど、大変参考になるお話しをしていただきました。
また、今年度２０１６年５月２８日～６月１日ロータリー国際大会が韓国ソウルで開催され
ます。主題は、「Connect with Korea-Touch the World」（韓国で世界とつながろう）で
す。約５万名の来場を予想している。日本からも多くの参加をお待ちしています。
国際大会では、さまざまな行事が催される予定ですが、その中で世界の平和をアピール
する為に、３キロメートルの平和行進が企画されています。
他にも交響楽団とのコラボレーションやバレエダンサーによるパフォーマンスなど多彩な
プログラムを企画しております。
ロータリーのＨＰに詳細がアップされていますので皆様ご覧ください。
　安煕珍パストガバナーは、明日品川で行われます「日韓親善会議」に参加されます。
大変お忙しいなか、当クラブへお越しいただき、貴重なお話をして下さいました。
改めて相互理解を深めそして人と人との心の交流が何よりも大切だと感じました。
本日はありがとうございました。

◆野口会員
　 Mr.An,Past President,District3690.
   Welcome to Kawasaki MarineRC.
◆島田会員
 1.第3690地区パストガバナー安熙珍様、いらっしゃ
　 いませ。お久しぶりです。
 2.河口会長、先日は川崎総合科学高等学校の生徒
　 にご指導いただき有難うございました。
◆松中会員
　 安パストガバナーようこそ。お話楽しみにしており
　 ます。
◆秦会員
   安熙珍様、ようこそいらっしゃいまいした。
　 本日の卓話楽しみにしています。
◆山本会員
　 安パストガバナー本日の卓話宜しくお願い致しま
 す。
◆鈴木会員
　 国際ロータリー 第3690地区 パストガバナー
　 安熙珍様、本日はようこそ川崎マリーンＲＣへ
　 お越 しくださいました。
　 今晩の歓迎会も楽しみにしております。

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 安本好勝　副会長

 

国際ロータリー
第3690地区
パストガバナー

安 熙 珍　様

★安前ガバナーとは10年前ソサロータリークラブでお会いして以
　 来長いお付き合いをしています。今後共宜しく。
　（飯塚正良様　川崎ＲＣ）
★初めてメイクにお伺いします。本日は宜しくお願いします。
　（上田英信様　川崎南ＲＣ）
★本日は宜しくお願い致します。　（坂本竜麻様　川崎中央ＲＣ）　　
★マリーンＲＣの皆様、こんにちは。本日は勉強させていただきに参りました。宜しくお願い致します。
　（森川友生男様　川崎中央ＲＣ）　
★今日は宜しくお願いします。　（本多 修様　川崎中央ＲＣ）
★本日はメークでお邪魔しました。宜しくお願いします。　（岩井正美様　川崎中央ＲＣ）　　　　　　　　　　　

東日本大震災義援金　 4,000　円

　　　累計金額 　　 33,000　円

本日のニコニコ　　　23,000　円

　　　累計金額  　 304,000　円

本日の卓話

　 『 韓国のロータリークラブの現状について 』

安熙珍パストガバナーをお迎えして

クラブ会報担当：小枝義夫 委員長


