
★司会　安本好勝 SAA
点鐘　増田敏雄 会長★
ロータリーソング★

「君が代」「奉仕の理想」
 
　ソングリーダー 茶谷龍太 会員

　

野口四郎　副幹事幹事報告

　　　　

1.例会変更のお知らせ
3.ロータリーレート　３月　1＄＝118円
3.富津シティＲＣ・川崎マリーンＲＣゴルフコンペ
　5/6(水)祝日　場所：木更津ゴルフクラブ
4.退会防止に関する調査及びアンケートお願い

●川崎高津南ＲＣ
　4/12（月）→18(水）移動例会
　4/27（月）移動例会　久本小学校
●川崎大師ＲＣ
　 3/25（水）夜間お花見例会移動例会　恵の本

今後の予定

委員会報告

◎ 3月12日(木)  「クラブフォーラム(全体会議)」
◎ 3月19日(木)　「一歩先行く　神奈川」
　　　　　　　　　　　栄居　学 会員
◎ 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

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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望月幹仁 親睦活動委員長 

増田敏雄　会長 ゲ ス ト

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　

　富津ｼﾃｨＲＣ　新川崎ＲＣ　

　　　　　　
＊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.地区委員長、委員の委嘱状授与
　地区補助金副委員長 小山宏明会員
　資金推進副委員長　鈴木慎二郎会員　
　職業奉仕委員　小枝義夫会員
2.2017-18年度 ガバナーノミニー告知・確定宣言
　ガバナーノミニー候補者
　湯川 孝則(ゆかわ たかのり)氏　横浜西ＲＣ
3.その他
①ﾛｰﾀﾘｰ青少年交換受入れﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ説明会に参加
  河口次年度会長、伊藤次年度幹事
　 御幡次年度青少年奉仕委員長
②2/21(土)水辺の楽校に参加
　御幡会員、野口会員、河口会員、鈴木会員、
　西尾会員、山崎会員、増田洋一会員(7名）
③2/22(日)ﾛｰﾀﾘｰ研修ｾﾐﾅｰ開催
　会長・幹事、鈴木会員、増田洋一会員、中條会員

④2/22(日)ﾛｰﾀﾘｰ米山終了式開催
  会長・幹事、三野米山奨学委員長、西尾ｶｳﾝｾﾗｰ
  地区米山学友島田委員、鈴木会員
⑤2/23(月)神奈川東60周年参加
　会長・幹事、轟会員、小山会員
⑥3/14(土)水辺の楽校｢野草と干潟の観察会｣
⑦本日は理事会開催
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■山本栄次　広報・雑誌・記録委員長　
　 ロータリーの友にNPO干潟ﾈｯﾄﾜｰｸへの奉仕活動
　 記事「親子で楽しみ多摩川の自然観察」が掲載
■鈴木慎二郎　Ｒ情報委員長　 
　　ロータリーはじめの「？」冊子を紹介
■茶谷龍太　親睦活動委員長　 
    ３月の誕生日会

　　　　

　　

ロータリー米山奨学生

湯 文 明 さん

増田敏雄　会長 スピーカー紹介

　　

国際ロータリー 第2590地区

Ｒ財団委員会 Ｒ財団補助金委員会

地区補助金委員長

小山 宏明　様

　

　３月のお誕生会

 

飯坂俊弘 会員  3月  4日

西尾　 猛 会員　3月  6日

佐藤明彦 会員  3月11日

福嶋安行 会員  3月20日

中條藝立 会員　3月30日

Happy
 Birthday!



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

【地区委嘱状授与】

地区補助金副委員長 小山宏明 会員
資金推進副委員長　　鈴木慎二郎 会員　
職業奉仕委員　　　　　小枝義夫 会員

◆栄居会員
　ご無沙汰してすみません。
　今日も宜しくお願いします！
◆中條会員
　３月始、さわやかな気持ちで頑張って行きます。
◆山崎会員
　みなさん、ご無沙汰しております。
　今年初例会になります。
　今年もよろしくお願いします。
◆森野会員
　「モリノ川崎店が変わります。シリーズ第4段」
　今日は帰ります。
　次回宜しくお願いします。
◆増田会員
1.地区補助金委員長、小山様、本日の卓話宜しくお
　 願い致します。
2.2/21(土)水辺の楽校
　御幡さん、野口さん、河口さん、鈴木さん、西尾さん
　山崎さん、増田の７名
　2/22(日)米山終了式
　西尾さん、野口さん、鈴木さん、三野さん、伊藤秀司
　さん、島田さん、増田7名が参加しました。
3.3/3(火)ファイヤーサイドミーティングにご参加の皆
　様お疲れ様でした。
◆河口会員
　小山地区補助金委員長、本日卓話よろしくお願い
　致します。

◆野口会員
　河口さん、福嶋さん、昨日はお世話になりました。
　ごちそうさまでした。
◆小山会員
　本日は「ＤＧプロジェクトの申請及び募集」のお話をさ
　せていただきます。奉仕活動に有効利用して下さい。
◆鈴木会員
　小山委員長　、いつも素晴らしい卓話ありがとうござ　
　います。たまには卓話中に詰まったり、噛んだり、可
　愛げのあるところを見せてほしいと思っております。
◆山本会員
  小山さん、本日のお話勉強させていただきますね。
　宜しく。
◆安本会員
  本日のお話楽しみにしています。
◆秦会員
  小山地区補助金委員長、御苦労様です。
　今国会では補助金の問題になっていますがロータ
　リーを見習たったらと思いますネ。
◆轟会員
　地区補助金委員長小山宏明様、本日の卓話をよろ
　しくのと”箕田”ガバナーエレクト氏の言葉をつたえ
　ます。
◆福嶋会員
　池上は香り漂う梅の花～　一句
　（池上とは池上梅園のこと）
◆小枝会員
　先日のファミリーミーティングに参加されたみなさん。
　御苦労様でした。良いお話が聞けました。

本日の卓話

東日本大震災義援金　 4,000　円

　　　累計金額 　　 70,000　円

本日のニコニコ　　  17,500　円

　　　累計金額  　 703,000　円

国際ロータリー 第2590地区
　　  地区補助金委員長

小山　宏明　様 
 （川崎マリーンＲＣ）

本日は、地区補助金委員会の小山委員長に卓話にお越しいただきました。

2015年2月15日付、国際ロータリー第2590地区公式文書より、

「地区補助金」プログラムでは、地元地域社会のみならず、国内・海外におけるＲ財団
の使命に沿ったプロジェクトも補助金対象となります。 また、プロジェクトの立案・申請
時期は実施年度の前年度後半となりますので、各クラブにおかれましては、当地区の
募集要領をご確認の上、 会長・会長エレクト、 現・次Ｒ財団はじめ関連委員会でご検
討いただきこの補助金の趣旨に見合う2015-16年度プロジェクトを奮ってご申請して下
さいとのお話がありました。 また、具体的な地区補助金プロジェクト要領について、対
象となるプロジェクト選び、参加条件、プロジェクトの費用や制約事項について詳細を
わかり易く説明していただきました。

これまでも当クラブでは地区補助金を有効活用してまいりましたが、今後もこの素晴ら
しい機会を活用しながら意義のある奉仕活動を行っていきたいと思います。

小山地区補助金委員長、本日は有難うございました。

『地区補助金（D.G）プロジェクト
　　　　　　　　　 の申請及び募集』


