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「奉仕の理想」

 ソングリーダー　小枝義夫 会員

　

伊藤秀司　幹事幹事報告

　　　　

1.例会変更のお知らせ
2.第10回理事会開催

●川崎西ＲＣ
　5/1(金)　休会（定款細則により）
●川崎大師ＲＣ
  4/29(水)　休会（昭和の日）
  5/  6(水)　休会（振替休会）

今後の予定

委員会報告

◎ 4月 9日(木)　 松中秀司会員担当　外部卓話
　　　　　　　　　　  「川崎東口地区の歴史と未来について」
　　　　　　　　　　　川崎市まちづくり局　小林 延秀　様

◎ 4月16日(木)　「外部卓話」
　　　　　　　　　　　川崎市立定時制高校 弁論大会より

◎ 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　

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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ゲ ス ト

＊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.飯坂会員にスポンサーバッジが届いております。
2.河口会長ｴﾚｸﾄ同行で橘高校へ定時制振興会へ
　 10万円超納入させていただきました。
　 会員の皆様の御協力に感謝申し上げます。
　 YE受入れについてのお願いをして参りました。
3.その他　
①3/29(日)2015-16年度 地区研修協議会開催
②3/29(日)全日本学童軟式野球川崎区大会決勝及
　 び閉会式
③4/4(土)盲導犬募金活動のお知らせ
　10：00 ～ 14：00　川崎ルフロン前（日航ホテル前）
 ※時間の許す範囲で30分でも可
 ※マリーンのブルゾン持参下さい。
④4/5(日)、4/19(日)マリーン協賛 学童春季野球大
　 会のお知らせ
　 開会式　4/5 (日)　  8：00 ～　京町小学校

会員数

(敬称略)
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前々回

前々回
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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 25 73.59

34 23 67.65 79.41     4
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ありません

■山本栄次　広報・雑誌・記録委員長
　  ロータリーの友掲載記事の紹介
■伊藤恒満　社会奉仕副委員長
　 4/4(土)10-14時　盲導犬募金活動のお知らせ
■小山宏明　青少年奉仕副委員長
 4/5(日)マリーン杯争奪学童野球春季大会
 8：00～京町小学校にて
■松中秀司　会員
 次週、川崎市まちづくり局より「川崎東口地区」に関す
 る外部卓話を予定しております。是非お聞きください。
■鈴木慎二郎　ロータリー研修委員会
 次年度、教育研修委員会へ名称変更の件
　 新会員セミナーの件
 ＩＴ推進委員会省略の件
 

　　

　　

　　　　

株式会社ヤマダイ

飯坂直樹 様、大室貴史 様、宮田志織 様

増田洋一・森野知良・内田秀彰・山崎美津夫



クラブ会報担当：山崎美津夫委員長

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 河口武生　副会長

東日本大震災義援金　 2,000　円

　　　累計金額 　　 80,000　円

本日のニコニコ　　  20,000　円

　　　累計金額  　 791,000　円

◆島田会員
　 飯坂さん、いつもお世話になります。
　 今日の卓話楽しみにしています。
◆安本会員
　 本日の卓話楽しみにしています。
◆松中会員
　 たくましい飯坂さんの話楽しみにしています。
◆福嶋会員
　 満々々、桜の花です。
　 本日は飯坂さんの卓越された話期待してます。
◆森野会員
　 「モリノ川崎店が変わります シリーズ」 第6弾
　 今月７日からグアムでゴルフです。　続く
◆小枝会員
　 昨日ゴルフで両足がつりました。そのホール12打で
　 す。体を鍛えましょう。反省しています。
◆増田敏雄会員
　 飯坂さん、本日の卓話楽しみにしています。
　 ｢名門会｣同様、マリーンＲＣも大きくしてもらいましょう。
◆伊藤秀司会員
　 中途採用ですが、昨日より２名、来週月曜日から１名
　 新入社員が加わりました。そのうち2人は超美人で職
　 場が一気に明るく華やかになりました。
◆河口会員
   3/29の地区研修協議会にご参加の皆様、お疲れさま
　 でした。
　 飯坂さん、本日の卓話宜しくお願い致します。

◆野口会員
　 今夜は満開の夜桜会に参加してきます。
◆鈴木会員
   先週のクラブ協議会有難うございました。
　皆様宜しく御審議下さい。
　飯坂さん、本日の卓話お手柔らかにお願いしま
　す。
◆伊藤恒満会員
　 3/29の地区協議会にご参加いただいた会員の皆様
　 大変お疲れ様でした。
◆小山会員
　 飯坂会員増強委員長、本日の卓話真面目にお願い
　 致します。
◆山本会員
　 伊藤恒満さん、本日の車引き取りの件、宜しくお願
　 い致します。
　 飯坂さん、本日のお話楽しみです。
◆中條会員
　 四月新年度始まり、ますます元気で頑張ります。
　 今週火曜日、山本様に同行し南ＲＣへメークアップ
　 に行きました。また違う雰囲気を体験しました。
◆秦会員
　 飯坂さんの卓話面白そうだな。楽しみにしています。
◆武藤会員
　 飯坂さん、本日の卓話楽しみにしています。
◆山崎会員
　 先日の地区研修協議会参加の皆様、ご苦労様でし
　 た。内田さん、歯の治療有難うございました。
　 これで人前で笑えます。

　　　

　　

本日の卓話

　　　

　　

本日の卓話

飯坂俊弘 会員

　今では会員約３００名となった名門会。始めるきっかけとなったは、キャノンで
の営業時代でした。セースルマンとして経営者やトップの人と接する機会が多いな
かで、お客様から名門といわれるゴルフ場を紹介してもらったのがきっかけとなる
(昔はビジターでは取れなかった)。友人から「飯坂さんなら全国のゴルフ場を回れ
るんじゃないか」と言われ、それなら名門コースで、様々な人との交流の場がもて
るゴルフサークルを作ろうと考えた。すると、回を重ねるごとにゴルフ好きのメン
バーが集まるようになっていった。現在では、若い世代も数名参加しジュニアの育
成にも力を注いでいる。若い人は吸収が早く、どんどん上達していくので今後とて
も楽しみだし、名門会でゴルフに参加した皆さんが喜んでもらえることが一番嬉し
いと語っていただきました。また、最近はヘリコプター（ジャイロ）に興味を持っ
ており、ビジネスとして取り込めないかと考えているところです。こちらも今後の
展開を楽しみにしていてください。
　本日は、飯坂会員の卓話でした。新しい発想と飯坂会員の人柄やネットワークが
あったからこそ名門会が大きくなっていったように感じました。大変楽しい卓話有
難うございました。

『勝手に大きくなった名門会』

3月29日（日）　地区研修協議会　聖光学院中学校・高等学校にてスポンサーバッジ贈呈


