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伊藤秀司　幹事幹事報告

　　　　

1.例会変更のお知らせ

今後の予定

委員会報告

◎ 11月13日(木)「３崎ＲＣ合同親睦夜間例会」
　　　　　　　　場所　川崎日航ホテル　12階
　　　　　　　　点鐘　18：30

◎ 11月20日(木)「ガバナー公式訪問」
　　　　　　　　国際ロータリー　第2590地区
　　　　　　　　ガバナー　大野 清一 様

◎ 11月27日(木)「地区補助金の
　　　　　　　　　プロジェクト申請と有効活用」
　　　　　　　　国際ロータリー　第2590地区
　　　　　　　　Ｒ財団委員会地区補助金
　　　　　　　　小山 宏明 委員長

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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＊週報を送ってくださったＲＣ

　　

川崎ＲＣ　　川崎中ＲＣ　　新川崎ＲＣ　

●川崎高津ＲＣ
  11/10(月)　⇒8(土)に変更　地区大会へ参加
●川崎大師ＲＣ
  11/5   (水)　⇒8(土)に変更　地区大会へ参加
　11/12(水)   ⇒13(木)に変更 
　　　　　　　3RC合同親睦夜間例会
●川崎中央ＲＣ
  11/10(月)　⇒8(土)に変更　地区大会へ参加

■小枝義夫　職業奉仕委員長
　地区職業奉仕委員長会の報告
■松中秀司　会員
　10/22の産経新聞神奈川版に宮下さんの
　「らら・ミュートン」の記事が掲載されました。
■山本栄次　広報・雑誌・記録委員長
　タウンニュース・神奈川新聞・ロータリーの友
　掲載記事の紹介
■宮本欣淳　ロータリー財団委員長
　今年も年次寄付への御協力お願い致します。
■茶谷龍太　親睦活動委員長
　鎌倉散策の収支報告

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

ビジター紹介　　　　

　
中村　紀美子　様（川崎中央ＲＣ）

伊藤恒満出席報告

会長報告 増田敏雄　会長 

                                           　　出席委員長

1.ロータリーレート11月1＄=106円
2.その他
①ロータリーデー、７クラブゴルフ大会へ参加
　の皆様有難うございます。
②11/8地区大会は11：30JR時計台集合
③11/15(土)14:00～
　学童野球新人戦大会 閉会式
④11/23(日)8：00～
　マリーン旗争奪学童野球大会 開会式
   11/30(日)14：00～
　マリーン旗争奪学童野球大会 閉会式
⑤11/17(月)18：00～｢天龍」会長幹事会開催

会員数

(敬称略)

本　日

前々回

前々回
メーク
アップ

出席率
該当者

出席者 欠席者 出席率
メーク
アップ

ホームクラブ

出席率

前回修正

福嶋安行・伊藤秀司・松中秀司・森野知良

33

33

32 25 78.13

32 19 59.38 71.88     13      4
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国際ロータリー 第2590地区

第１グループ　ガバナー補佐

中村　眞治　様



　　　

　　

本日の卓話

　　　　　

  国際ﾛｰﾀﾘｰ 第2590地区
   第1ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｶﾞﾊﾞﾅ補佐
 　　中村 眞治 様

　　　
本日はクラブ協議会の機会を頂きまして、誠にありがとうございます。
また、先週は当グループの親睦ゴルフ大会においてはホストクラブとして立派
な運営をいただきまして、大会も盛会裡に終わりました事を心より感謝申し上
げます。
増田会長をはじめ会員の皆さん方の素晴らしいアイディアにより
「ＥＮＤ　ＰＯＬＩＯ　ＮＯＷ」と銘うちました寄付金を７クラブを代表して
４日の補佐連絡会の席上でガバナーに渡しました、大変喜んでおられ出席者か
らも拍手を受けました、ご報告させて頂きます。
　本日は「資料」として、ロータリーの友、手続要覧、ガバナー月信、「米山」
豆辞典、そして貴クラブ会長から頂きました「効果的なロータリークラブとな
るための活動計画の指針」、送付頂きましたクラブ週報、最後に一番重要な
2014-2015年度 クラブ委員会活動計画書（期首資料）を持参致しました。
　まず、地区方針についてお話をさせていただきたいと思います。
ガバナー月信に「一人一人が輝き　共に奉仕活動をしよう　世界を明るくして
ロータリーを楽しもう」とあります、次いで１．会員増強退会防止により一致
し、以下８項目にわたり地区方針が掲げられております。
月信の第５号によれば９月末日で地区として37名、グループでは２名の会員増
です。会員増強はこれからが正念場です、クラブにおかれては尚一層の活動を
お願い致します。

　　　
11月４日の補佐連絡会では財団、米山の寄付状況が中間ではありますが発表されました、米山の寄付額については
他クラブからの「ご意見」にもありますように、全国でのコンペではなく、その意義と奨学生の今後についても私
たちロータリアンが理解を深め学ぶ事が重要であると考えさせられます。　
地区の委員会、とりわけてもロータリー財団においてはＤＧ（地区補助金）及びＧＧ（グローバル補助金）を担当
される委員長を輩出されるクラブにおかれましては、財団の意義と地区会員に
内容のなお一層の理解を頂き地区資金の活用を頂きまして、実りある活動がな
されますように今後のご指導をお願い致します。
さて、７クラブのうち最後になります貴クラブに今迄の公式訪問でガバナーか
らの指摘事項と私からのアドバイスを述べさせて戴きます。
まずは同じフレーズで恐れ入りますが、会員増強です。担当の委員長そして会
長をはじめクラブ一丸となって取り組みをお願いします。次いで財団、米山の
地区寄付目標の達成です。
そして地区目標の一つであるロータリーデーを奉仕活動の中で設け実施して頂
きたい。
私からは、会員の皆様方企業の責任者として日夜業務に励まれ大変ご苦労され
ている事でしょう、「水辺の楽校」をはじめ貴クラブの特色あるプログラムを
通じて相互の親睦をはかり友情をもってクラブライフを大いに楽しんでくださ
い、ロータリーの活動は皆様の御理解とご協力なくしては激動の今日にあって
明るい未来はあり得ないのです。

   川崎マリーンロータリークラブクラブ協議会

時 間: 13:40 ～ 15:15
会 場: 特別会議室 4階



　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 河口武生　副会長

★本日はクラブ協議会でお邪魔しました。ヨロシクお願い致します。

（国際ﾛｰﾀﾘｰ 第2590地区ガバナー補佐 中村眞治　様）

轟さん、先日例祭にご出席下さいましてありがとうございました。★

（中村紀美子 様　川崎中央ＲＣ）

会計計画                        　内田　秀彰　委 員長

会場監督計画（S.A.A.)    　安本　好勝　 委員長

クラブ奉仕委員会計画     　河口　武生　委 員長

親睦活動委員会計画       　茶谷　龍太  委員長

出 席委員会計画             　 伊藤　恒満  委員長

クラブ会報委員会計画     　小枝　義夫   副委員長(代理)

  ＩＴ推進委員会計画        　 小枝　義夫   会員(代理)

プログラム委員会計画      　野口　四郎  委員長

会員増強委員会計画       　飯坂　俊弘  委員長

会員選考委員会計画      　 河口　武生  会長ｴﾚｸﾄ(代理)

ロータリー情報委員会計画　 　鈴木慎二郎委員長

ロータリー研修委員会計画　 　鈴木慎二郎委員長

職業分類委員会計画　 　　　　 武藤　泰基　委 員長

広報雑誌記録委員会計画　 　 山本　栄次　委 員長

友好クラブ委員会計画　 　　    松中　秀司　委 員長

職 業奉仕委員会計画　 　　　　 小枝　義夫　委 員長

社会奉仕委員会計画　 　　　　 伊藤　恒満　副 委員長(代理)

青少年奉仕委員会計画　 　　  御幡　幸男　委 員長

国際奉仕委員会計画　 　　　　 山本　栄次　副 委員長(代理)

ロータリー財団委員会計画　   宮本　欣淳　委 員長

米山記念奨学事業委員会計画　 三野　公一　委 員長

◆山本会員
　中村様、本日はご指導のほど宜しくお願い致し
　ます。
◆小山会員
  RID2590第1グループ 中村ガバナー補佐様、よう
　こそいらっしゃいました。
　御指導の程宜しくお願い致します。
◆鈴木会員
　中村第１グループガバナー補佐、ようこそおい
　で下さいました。
　本日は御指導宜しくお願い致します。
◆栄居会員
　皆様、寒くなってきましたのでご自愛ください。
◆増田敏雄会員
1.中村ガバナー補佐様、本日の卓話、クラブ協議
　会宜しくお願い致します。
2.10/18ロータリーデーご参加の会員各位、奥様
　ご家族様、御協力いただき有難うございました。
3.10/30７クラブ親睦ゴルフコンペご参加の皆様
　ご協力に感謝申し上げます。
　無事７位入賞となりました。
　打ち上げの残金1万円をニコニコに入れます。
◆河口会員
　中村ガバナー補佐様、ようこそいらっしゃいま
　した。
　本日は宜しく御指導のほどお願い致します。

◆西尾会員
　７クラブゴルフ大会参加の皆様、御苦労様で
　した。まぐれで優勝させていただき有難うご
　ざいます。特に轟さん、野口さん、皆様のお
　世話本当にご苦労様でした。
◆野口会員
　中村ガバナー補佐様、本日は宜しくお願い申
　し上げます。
◆轟会員
1.中村ＡＧようこそいらっしゃいました。
　本日もよろしく！
2.７クラブゴルフコンペ参加の皆様ご苦労様で
　した。
◆福嶋会員
　中村ガバナー補佐のお越しをお待ちしており
　ました。本日は宜しく。
◆秦会員
　中村ガバナー補佐、いろいろ御面倒かけます。
◆武藤会員
　中村ガバナー補佐、本日はお世話になります。
◆島田会員
　中村ガバナー補佐、いらっしゃいませ。
　本日はよろしくご指導下さい。
◆松中会員
  中村ガバナー補佐、宜しくご指導のほどお願
　い申し上げます。
　何かと忙しい日を送っています。

クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

東日本大震災義援金　 2,000　円

　　　累計金額 　　 41,000　円

本日のニコニコ　　  40,000　円

　　　累計金額  　 454,000　円

時 間: 13:40 ～ 15:15
会 場: 特別会議室 4階

   川崎マリーンロータリークラブクラブ協議会


