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 ソングリーダー　茶谷龍太 会員

　

伊藤秀司　幹事幹事報告

　　　　

1.例会変更のお知らせ
2.5/16（土）第16回 国際ロータリー囲碁大会
　安本会員参加
3.5/19（火）クラブ戦略セミナー15：00～17：00
　河口会長エレクト、安本次年度長期計画委員長
4.5/21（木）水辺の楽校　総会　18：00～19：00
5.5/22（金）次年度　第1回会長・幹事会
　 18：00 ～ダイワロイネット「かご屋」　会費：8,000円
6.第11回理事会　議事録配布
7.21日横浜西ＲＣよりメークアップ訪問予定
　 親睦の方はメーク受付お願いします

●川崎中原ＲＣ
　 5/21（木）移動例会　点鐘12：30
   場所　クイーン・アリス　ガーデン

今後の予定

委員会報告

◎ 5月21日(木)　「ストレス社会における神経
                                       ・精神療法の応用」
　　　　　　　　　　　　　　         内田秀彰　会員

◎ 5月28日(木)　「タイ ②」　    望月幹仁　会員

◎ 6月  4日(木)　「ロータリー平和フェロー卓話」
　　　　　　　　　　　 ﾛｰﾀｲｰ平和ﾌｪﾛｰ　第12期生
　　　　　　　　　　　 シリア マリア ルイス パス　様

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 川崎市川崎区宮本町2-27-402

　　　 　　  TEL.044-200-9249 FAX.044-200-9252

U R L:    http://kawasakimarine-rc.com/

E-mail:marin-rc@eagle.ocn.ne.jp
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＊週報を送ってくださったＲＣ
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＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

ビジター紹介　　　　

　

伊藤恒満　　　　　　出席報告

会長報告 増田敏雄　会長 

                                           　　出席委員長

1.ポールハリスフェロー+2バッジ贈呈
　山本栄次 会員（写真裏面掲載）
2.ネパール大地震被災地への義援金に対する協力
　依頼　50,000円を送金します
3.3/14.15RYLA研究の記録写真ＤＶＤが届きました。
4.6/16（木）新旧会長幹事会開催
　18：30 ～「恵の本」にて
5.その他
①宮本会員のご子息が今週日曜日ご結婚されます。
　 おめでとうございます（写真裏面掲載）
②6/13（土）12：00受付12：30
　 第13回平和ﾌｪﾛｰ年次ｾﾐﾅｰ 18：15～20：00
   12期生の修了を祝う会
  当クラブはﾛｰﾀﾘｰ平和ｾﾝﾀｰﾊﾟｰﾃｨｼﾍﾟｰﾀとして
　 参加下さい。
③5/31(日)10～12時水辺の楽校開催
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■茶谷龍太　親睦活動委員長委員長
　  一泊移動例会の件

■伊藤恒満　次年度幹事
　 会費請求書発送のお知らせ
　  次年度会員名簿作成にあたりご確認のお願い

■鈴木慎二郎　ロータリー情報委員長
　 【ロータリー 一口メモ】
　　ロータリーの三大義務について

　　

　　

　　　　

米山学友（2014-15年度）

湯 文 明 さん

　　

近況報告に来てくれました。

森野知良・野口四郎・中條藝立



クラブ会報担当：小枝義夫副委員長

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 河口武生　副会長

  ピンバッジの贈呈
　 ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ
　　ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 2
 
　山本栄次 会員

　　　 ご子息のご結婚
　　おめでとうございます
 　　　　
  

 　  宮本欣淳 会員

東日本大震災義援金　 5,000　円

　　　累計金額 　　 96,000　円
本日のニコニコ　　  25,000　円

　　　累計金額  　 875,000　円

◆秦会員
　 今日の卓話は楽しみです。
　 姿勢を正して聞かせてもらいます。
◆安本会員
　 本日のお話楽しみにしています。
◆福嶋会員
　 夏来る、暑さ求めて、フラ踊り、アロハー。一句
◆森野会員
　  1000円ニコニコ致します。
◆増田敏雄会員
　 本日、30℃超えの真夏日になります。
　 熱中症にご注意いただき、健康第一でお過ごしくだ
 　さい。
◆伊藤秀司会員
　 先日、人間ドックで中性脂肪780という数字、しばらく
　 お酒やめます。 あんまり誘わないで下さい。
◆河口会員
　 伊藤恒満さん、本日の卓話楽しみです。

◆宮本会員
   つぎの日曜日次男が結婚します。
　 皆様にお声をかけられず申し訳ないです。
◆野口会員
　 伊藤さん、本日はどんな話ですか？
　 楽しみにしてます。
◆鈴木会員
　 暑くなりました。いよいよクールビズに突入ですね。
　 伊藤恒満さん、本日の卓話楽しみにしております。
　 湯君ようこそ、いらっしゃい！！
　 楽しんでいって下さい。
◆武藤会員
　 伊藤さん、本日の卓話楽しみにしています。
◆小山会員
　 伊藤恒満さん、本日の卓話楽しみです。
　 次年度幹事、御苦労様です。
◆山本会員
　 伊藤さん、本日の卓話楽しみにしております。
◆松中会員
　 暑くなりましたね。
　 伊藤さん卓話のほどよろしく。

　　　

　　

本日の卓話

　　　

　　

本日の卓話

伊藤恒満 会員

ロータリーの職業分類では自動車販売に属していますが、会社に来ていただければ分
かると思いますが、事務所があるだけで車は展示しておりません。では、実際どのよ
うな事業を行っているのか、お話していきたいと思います。
販売に関しては、お客様から依頼を受けると車種やグレードや色などの希望条件から
オークションなどで探し、お客様のニーズにあったものを仕入れて販売をしています。
また、不要となった車については、単に売りたいというお客様への対応のほか、自動
車リサイクル法の導入により、事故などで動かない車の部品やパーツをリサイクル利
用として買い取る場合もあります。
　本日は、この"自動車のリサイクル利用"について、当社で作成したＤＶＤを用意し
ましたので皆さんご覧下さい。
　ＤＶＤの説明にもありましたが、事故を起こした際、車の修理に保険を利用すると
"事故有等級"が適用されてしまい、その後の保険料がかなり高くなってしまいます。
こうしたことを考慮すると保険を利用しないで、自費で修理する人も多い。
修理費用を少しでも抑えたいというお客様の要望に応えるため、リサイクルパーツを
取り入れ、安価で提供することが可能になりました。また、環境にも目を向けること
で循環型社会を目指して取り組んでいます。
　伊藤さんの用意していただいたＤＶＤを拝見し、リサイクル部品が循環型社会をめ
ざし、安心できる品質で価格も安く経済的であることが良く分りました。
今日は、貴重なお話しをありがとうございました。

『自動車リサイクル』

会長報告


