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伊藤秀司　幹事幹事報告

　　　　

1.例会変更のお知らせ

●川崎とどろきＲＣ
　　　3/30（月）昼例会→夜間例会に変更
　　　4/27（月）休会

今後の予定

委員会報告

◎ 3月26日(木)　「クラブ定款並びに細則の変更（案）」
　　　　　　　　　　　長期計画戦略委員会
　　　　　　　　　　　河口  武生 会員
　　　　　　　　　　　鈴木　慎二郎 会員

◎ 4月 2日(木)　 「勝手に大きくなった名門会」
　　　　　　　　　　　飯坂　俊弘  会員

◎ 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
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伊藤恒満　　　　　　出席報告

会長報告 増田敏雄　会長 

                                           　　出席委員長

1.3/14（土）水辺の楽校「野草と干潟の観察会」報告
増田（敏）会長、伊藤（秀）幹事、轟会員、山本会
員、森野会員、野口会員、鈴木会員、御幡会員
増田（洋）会員、河口会員　（10名）

2.3/17（火）PETS研修の件　河口会長エレクト
3.来期お世話するYE エリアス君が川崎市立橘高校
　 にお世話になることが決定しました。
4.3/20（金）川崎稲尾ＲＣ創立記念式典に出席
5.3/21（土）全日本学童軟式野球川崎区大会

開会式8：00 ～　川崎大師少年球場
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野澤　隆幸　様（川崎大師ＲＣ）

　　

川崎中央ＲＣ 創立30周年記念式典のご挨拶

伊藤　康人 会　長

石川三枝子 副会長

木村　教義 副幹事

■伊藤恒満　社会奉仕副委員長
　 4/4(土)盲導犬募金活動のお知らせ
　 場所：川崎日航ホテル前、10時～14時
■河口武生　会長エレクト
　①3/17(火)ＰＥＴＳ研修の件　
　②Ｒ財団地区補助金にの募集申請の件
      3月末日までに提出お願い致します
　③YE換学生受け入れ
　  ホストクラブ説明会に参加、学校の選定等捗状況
　　 の報告及びホームステイ先募集のお願い

　　

　　

　　

なし

6.3/22（日）米山奨学生 湯君
　 卒業式・大学院学位授与記念パーティー 
　 ホテルグランドパレス２階 「ダイヤモンドルーム」
　 集合　京急川崎改札前　13：20
　 福嶋会員、河口会員、増田敏雄会員、三野会員
　 西尾会員、野口会員、内田会員、鈴木会員



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

★春らしくなりました。今日の例会でお世話になります。
　（川崎大師ＲＣ　野澤隆幸 様）
★いつもお世話になります。
　本日は、当クラブ創立30周年記念式典のご案内を兼ね表敬訪問させて
　いただきました。皆様どうぞよろしくお願い致します。
　（川崎中央ＲＣ　会長 伊藤康人様・副会長 石川三枝子様・副幹事 木村教義 様）

東日本大震災義援金　 2,000　円

　　　累計金額 　　 75,000　円

本日のニコニコ　　  29,000　円

　　　累計金額  　 756,000　円

◆武藤会員
　 栄居さん、本日の卓話楽しみにしています。
◆松中会員
　 栄居さん、卓話の程宜しくお願いします。
　 色々頑張って下さい。
　 中央の皆さん、ようこそ。
◆轟会員
　 河口副会長、3月17日次年度会長研修会(PETS)
　 参加 御苦労様でした。
◆山崎会員
　 伊藤恒満さん、車の手続きありがとうございました。
　 本日夕方納車宜しくお願いします。
　 栄居さん、卓話楽しみにしています。
◆福嶋会員
　 母校旭町小学校の卒業式に列席して参りました。
　 感無量にてマリーンの例会に......。
◆増田敏雄会員
　 栄居さん、本日の卓話楽しみにしています。
　 いよいよですね。友人として祈念申し上げます。
◆伊藤秀司会員
　 栄居さん、本日の卓話楽しみにしています。
◆河口会員
   栄居さん、本日の卓話宜しくお願い致します。

◆野口会員
　 栄居様、いよいよですね。本日の卓話楽しみにして
　 います。
◆栄居会員
　 皆様、本日はお耳を汚してしまいますが、しばらくの
　 間お付き合い下さい。
◆鈴木会員
　 栄居さん。本日の卓話宜しくお願い致します。
　 増田会長、飯坂さん、昨日はお疲れさまでした。
　 新会員としてお迎えできるといいですね。
◆小山会員
　 栄居学会員、本日の卓話宜しくお願い致します。
◆山本会員
　 栄居さん、、今日の卓話楽しみにしております。
　 頑張ってください。
◆中條会員
　 昨日、山本様と同行し、大師ロータリークラブにメー
　 クアップに行きました。
　 又違う雰囲気を体験してとても良かった。
◆秦会員
　 桜の花がいよいよ咲いてきましたね。
　 今日は栄居会員の卓話聞かせてもらいます。

　　　

　　

本日の卓話

栄居 学　会員

マリーンに入会してもうすぐ４年になります。義姉がロータリークラブの支援によ
り海外への留学プログラムに参加した経験があり、妻もまた岡山県でロータリーク
ラブ主催のバスツアーに参加し休日を満喫したようで、ロータリークラブには家族
でお世話になっています。
　昨今、私たちは社会生活において、厳格過ぎるくらいにルールを守らなければな
らない場面に遭遇します。そして、社会同様に役所や議会も変化してきているので
はないでしょうか。そんな中、神奈川県では、がん対策の取組みの一環として、今
年の12月から重粒子線という放射線治療が県立がんセンターでスタートすることに
なりました。重粒子線治療施設が日本に入るのはこれで５台目になり、化学療法の
ほか放射線治療もＸ線と重粒子線とある中で、これらの治療メニューから患者さん
に一番良い治療の組み合わせを提供できるようになります。
　また、川崎で50年以上にわたり営業してきたさいか屋が５月末で閉館します。
さいか屋の跡地利用について、川崎駅周辺の景観構成の点からも様々な意見が寄せ
られおり、今後は地域住民の合意が大切であると意見交換をさせていただきました。

『一歩先行く神奈川』

3月21日（土）　全日本学童軟式野球川崎区大会 3月22日（日）　米山小学生 湯君　卒業記念パーティー

 
  ～ 湯 君 ～
 
ご卒業
  おめでとう
　　ございます

<出席者> 
 河口会員
 小山会員
 山崎会員
 増田洋一会員
 鈴木会員
 山本会員
 増田敏雄会長
 伊藤秀司幹事
 (8名）


