
★司会　安本好勝 SAA
点鐘　増田敏雄 会長★
ロータリーソング★

「手に手つないで」
「笑顔のつどい」
 ソングリーダー　 松中秀司 会員

　

伊藤秀司　幹事幹事報告

　　　　

1.例会変更のお知らせ
2.4/17（金）15：00～17：00地区拡大・増強防止ｾﾐﾅｰ
   伊藤秀司幹事(代理)、鈴木慎二郎(代理)
3.5/19（火）15：00～17：00戦略計画ｾﾐﾅｰ
　会長又は会長エレクト、戦略委員長
4.4/21(火)姉ヶ崎カントリーにて
　参加：茶谷会員、鈴木会員、飯坂会員、宮本会員
　　　　  西尾会員、小山会員、山本会員、増田会長
　　　　  伊藤幹事

●川崎稲生ＲＣ
    4/24 （金）　夜間例会
　　　　　　　　　　点鐘　18：30　場所　絵
    5/7 （金）　自主休会
●川崎とどろきＲＣ
    5/4 （月）　休会
    5/17 （日）～18（月）　一泊移動例会　　

今後の予定

委員会報告

◎ 4月23日(木)　「ご家族グルメ会」　点鐘　18：00　　　　　　  
　　　　　　　　　　　ﾋﾙｻｲﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ内「オートルモンド」
　　　　　　　　　　　横浜市中区新山下1-7-21　
　　　　　　　　　　　TEL：045-623-5591

◎ 5月  7日(木)　「私(会社)の履歴書その2」　
　　　　　　　　　　　増田洋一 会員

◎ 5月14日(木)　「自動車リサイクル」
　　　　　　　　　　　 伊藤恒満 会員
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茶谷龍太 親睦活動委員長 

特別ビジター紹介 

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　

ありません

　　　　　　
＊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

1.4/15（水）富津シティＲＣ例会＆職場訪問
 　河口会員、小山会員、鈴木会員、轟会員
2.その他
①4/18(土)水辺の楽校開校式10時～
　 春の干潟観察会10：20～ ※ﾀｳﾝﾆｭｰｽの取材

会員数

(敬称略)
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前々回
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アップ

出席率
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メーク
アップ

ホームクラブ

出席率

前回修正

35

35

34 26 76.47

34 26 76.47 79.44     1
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ありません

■茶谷龍太　親睦活動委員長
　・6/12（木）～13（金）一泊移動例会出欠票の回覧
　・川崎中央ＲＣ親睦ゴルフコンペの件
   

　　　　

　　

　　

川崎中央ロータリークラブ

  創立30周年記念実行委員長　関　進　様

  会　長　　伊藤 康人　様

  副幹事　　木村 教義　様

増田洋一

増田敏雄　会長 

※卓話の内容については別紙に掲載します。

　Ｗｅｂサイトへの掲載は控えさせてただきます。

スピーカー紹介

　　

川崎市内高等学校定時制教育振興会

　川崎市立橘高校定時制　　稲村 晃嗣 教頭先生

　川崎市立高津高校定時制　黒川 保人 教頭先生

　川崎総合科学高校定時制　熊谷 顯太郎 教頭先生

　

　

　　

演題

「川崎市内高等学校

　　　　　 定時制生徒による弁論発表」
　

　

　

②4/19(日)マリーン協賛学童春季野球大会
　 決勝戦及び閉会式　　※13：30頃に集合
  場所：京町小学校
③5/21(木)NPO法人多摩川干潟ﾈｯﾄﾜｰｸ総会
　 18～19時



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

◆先日の川崎中央ＲＣ30周年記念式典には沢山の方にマリーンより
　おいでいただき大変感謝申し上げます。
　お陰様で大成功に終わりました。
　新しい一歩をマリーンロータリークラブと共に歩みます。
（川崎中央ＲＣ 関 進実行委員長、伊藤康人会長、木村教義幹事）

　 川崎中央ＲＣ創立30周年記念式典

　 への御礼のご挨拶にお越しくださ

　 いました。

東日本大震災義援金　 4,000　円

　　　累計金額 　　 88,000　円

本日のニコニコ　　  19,000　円

　　　累計金額  　 833,000　円

◆山本会員
　 中央ＲＣの皆様、何時もお世話になります。
◆中條会員
　 先週、鈴木慎二郎様の30分クラブ研修の御指導有難
　 うございました。これからもよろしくお願い致します。
◆森野会員
　 こんにちは。
◆増田会員
1.中央ＲＣの皆様、わざわざおいでいただき有難
　うございます。
2.定時制振興会の教頭先生方弁論を楽しみにして
　います。
◆伊藤秀司会員
　 川崎市立高津高校の皆様。
　 本日は宜しくお願いします。
◆河口会員
1.昨日の富津シティＲＣさんの工場見学の4名の皆様、
　 お疲れ様でした。
2.定時制高校の皆様、本日の卓話よろしくお願い致し
　ます。

◆野口会員
　 高校生の皆様方、本日は楽しみにしてます。
　 我々の喜びは皆さんの成長です。
◆松中会員
   伊藤会長、木村幹事、関様ようこそ。
　 本日卓話のよろしくお願いします。
◆秦会員
　 今日の卓話、若い頃を思い出してじっくり拝聴します。
◆小山会員
　 野村さん、渡邊さん、白井さん本日の卓話宜しくお
　 願い致します。
　 昨日、富津シティＲＣ新日鐵住金の職場訪問では
　 轟さん、河口さん、鈴木さんお世話になりました。
◆鈴木会員
　 昨日の富津シティＲＣ職場訪問出席の皆様、お疲れ
　 様でした。大変興味深い内容で楽しめました。
　 本日の卓話、楽しみにしています。
◆茶谷会員
　 学生の皆様、本日は宜しくお願いします。
　 西尾さん、昨日はお疲れ様でした。

　　　

　　

本日の卓話

　　　

　　

本日の卓話

『川崎市内高等学校
　　定時制生徒による弁論発表』

　　会　長
伊藤康人 様

創立30周年記念実行委員長
　 　　 関　　　進 様

※卓話の内容については別紙に掲載します。

　Ｗｅｂサイトへの掲載は控えさせてただきます。


