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伊藤秀司　幹事幹事報告

　　　　

1.例会変更のお知らせ

●川崎幸ＲＣ
   2/20（金）⇒2/18（水）に変更　ＩＭ参加
●新川崎ＲＣ
   2/  4（水）⇒2/5（木）に変更　ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ教室
   2/11（水）休会（建国記念日）
   2/18（水) ＩＭ参加の為　移動例会

今後の予定

委員会報告

◎ 1 月22日(木) 川崎大師参拝＆
　　　　　　　　　　富津ｼﾃｨRC合同夜間例会
　　　　　　　　大師集合：15：15（金剛閣2F）
　　　　　　　　合同例会：18：00
◎ 1 月29日(木) 佐藤明彦 国際奉仕委員長担当
　　　　　　　　外部卓話「マルチコプター・
　　　　　　　　　　　　　　　　　空撮の可能性」
　　　　　　　　加藤 良隆 様（綾瀬春日ＲＣ）
◎ 2 月 5日(木)「職業奉仕奉仕を学び実践しよう」
　　　　　　　　小枝義夫 職業奉仕委員長　　　　　　
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スピーカー紹介

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　

　富津シティＲＣ　川崎ＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

ビジター紹介　　　　

　

小枝義夫　　　　　　出席報告

会長報告 増田敏雄　会長 

                                           　　出席副委員長

1.先週入会しました中條藝立会員の紹介
2.2015-16地区研修・協議会委嘱状
　轟淳次会員　会長部門　サブリーダー
2.2014-15年度下期地区資金
　一人13.500　34名　送金
3.2014-15年度下期米山奨学会普通寄付
　一人2500　34名　送金
4.川崎区少年野球連盟　新年顔合わせ会
　1/24（土）18：30～

5.その他
①1/24（土）大師水辺の楽校「凧つくり教室」　 
  13：00～15：00
②1/14（水）富津ｼﾃｨ新年ﾁｬﾘﾃｨ家族会報告
③本日理事会開催
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ホームクラブ

出席率

前回修正

森野知良

34

33

33 26 78.79

32 23 71.88 75.00     1

   6 

   9 

　　

　　 

　高橋　知里 様（入会予定者）
　 (たかはし ちさと）

　　

ロータリー米山奨学生

　湯 文 明 さん

　　

なし

　　

ＮＰＯ法人 多摩川干潟ﾈｯﾄﾜｰｸ

副理事　寺尾　祐一 様

理事　　佐川麻理子 様

■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報告　
■茶谷龍太　親睦活動委員長
  12月・1月誕生日会

　　

　　

１２・１月のお誕生会
 

山本 栄次 会員 12月20日

鶴田 太洋 会員  1月12日

小山 宏明 会員  1月26日

茶谷 龍太 会員　1月26日
Happy
 Birthday!



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

◆秦会員
　花孝の高橋知里さん、ようこそ。
　マリーンの雰囲気に早く慣れて下さい。
◆増田洋一会員
　年末、年始とトラブルつづきで大変な一年に
　なりそうです。
　今年も宜しくお願いします。
◆福嶋会員
　アロハー。今年も元気で．．．
◆内田会員
　今週より、次女の受験がはじまり．．．。
　今年も宜しくお願いします。
◆伊藤秀司会員
　本年最初のホームクラブ例会です。
　皆様今年もロータリーライフを楽しみましょう。
◆河口会員
1.会員の皆様、今年も宜しくお願い致します。
2.寺尾さん、佐川さんいつもお世話になっており
　ます。
　本日は宜しくお願い致します。

◆野口会員
　慎ちゃん、昨日はお世話になりました。
◆御幡会員
　ＮＰＯ法人多摩川干潟ネットワーク寺尾さん、
　佐川さん、本日は宜しくお願いします。
◆山本会員
　中條さん、入会おめでとうございます。
　共に社会貢献の為、何が出来るか考えて行き
　ましょう。宜しくね。
◆中條会員
　本日入会した中條藝立です。当クラブに入り
　先輩達とよい勉強して、そしてもっとクラブ
　の事を理解して社会に貢献したいと思ってい
　ます。どうぞご指導宜しくお願い致します。
◆島田会員
1.高橋さん、入会おめでとうございます。
　宜しくお願い致します。
2.湯君、修了式の総代おめでとうございます。
◆鈴木会員
  先日、長女の成人式が無事終わりました。
　森野さん有難うございました。
　水辺の楽校の皆様、本日は宜しくお願い致し
　ます。

本日の卓話

東日本大震災義援金　 2,000　円

　　　累計金額 　　 54,000　円

本日のニコニコ　　  15,000　円

　　　累計金額  　 599,000　円

『 NPO法人 多摩川干潟ネットワークの活動 』

1/14(水)富津シティＲＣ ﾁｬﾘﾃｨ家族例会

NPO法人 多摩川干潟ﾈｯﾄﾜｰｸ
　  佐川 麻理子　様

NPO法人 多摩川干潟ﾈｯﾄﾜｰｸ
　 寺尾　祐一　様

　  御幡幸男
 青少年奉仕担当

【参加者】福嶋会員、伊藤秀司会員、河口会員、増田会員、宮本会員
　　　　 　野口会員、鈴木会員、轟会員、山本会員（9名）

本日は、NPO法人多摩川干潟ネットワークの寺尾副理事と佐川理事をお迎えし卓話をしてい
ただきました。

NPO法人多摩川干潟ネットワークは、だいし河原干潟館運営委員会として発足し、平成25年
6月にNPO法人多摩川干潟ネットワークとなり、現在その活動の輪を広げております。

佐川理事により一年間の活動をスライドを使って報告していただきました。

スライドでは、野鳥観察やハゼ釣りなど子供達が自然の中で楽しく活動している様子が見ら
れました。食育の観点からも魚をさばく事を体験し[魚の命・作ってくれた人・舌]で感じ、それ
らが一つになり「おいしい」に繋がっている事を子供達に感じてもらえるよう色々な取り組みを
しているそうです。また、干潟ネットワークでは、防災と言う観点からもイザと言う時の為にロー
プワークも遊びの中で教えているそうです。

「最近では若い人がアウトドアで活動する事が少なく、子供達も自然の中で遊ぶ事もあまり無
くなってきているように感じます。子供達が自然の中での遊び

を通し、そこから得た経験を大切にしてもらいたい。｣と活動へ

の思いをお話していただきました。

我々マリーンロータリークラブも奉仕の理念のもと地域社会に

貢献する為、多摩川干潟ネットワークの皆さんと協力し合い今

後とも活動して行きたいと思います。

今日は本当にありがとうございました。


