
★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 
　ﾛｰﾀﾘｰ米山奨学生　湯文明 さん

　

伊藤秀司　幹事幹事報告
　　　　

1.例会変更のお知らせ
2.例会参加時駐車場を使用する際には駐車カード
　を置くようにお願いします。

今後の予定

委員会報告

◎ 9月11日(木)「米山を楽しもう」　
　　　　　　　　地区米山学友委員会 島田 精二 会員

◎ 9月18日(木)「クラブフォーラム全体会議」

◎ 9月25日(木)「ICUロータリー平和センターの活動」
　　　　　　　　国際基督教大学 学長
　　　　　　　　日比谷 潤子 氏

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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ロータリー米山奨学生

湯 文 明 さん

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　
なし

●川崎中央ＲＣ
　　9/ 8(月)　時間変更12：30点鐘を12：00変更
　　9/15(月)　休会（敬老の日）
　　　　　　　

■茶谷龍太 親睦活動委員長
　8,9月誕生日会
■三野公一　直前副会長
　指名委員会委員長への就任挨拶
■安本好勝 会長ノミニー
　会長ノミニーへの就任挨拶

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

野口四郎　親睦活動委員 ビジター紹介　　　　

　
谷尾 利隆 様（川崎南ＲＣ）

 

伊藤恒満　　　　　　出席報告

会長報告 増田敏雄　会長 

                                           　　出席委員長

1.2015-16年度　青少年交換生募集の件　
2.広島豪雨災害義援金に対するご協力依頼の件
　会員一人あたり　1,000円以上
3.その他
・理事会開催
・9/5（金）ﾛｰﾀﾘ財団ｾﾐﾅｰに行ってまいりまし
　た（増田会長、宮本委員長）
・9/9(火)親睦定例会開催、会長幹事会開催
・9/19(金)社会奉仕委員長会議開催
・9/25(木)2014年度米山カウンセラー研修会開
　催ご案内
*9/6(土)学童野球大会　大師少年球場8：00
*9/20(土)水辺の楽校「ﾊｾﾞ釣り大会」
   13：00～15：00
*9/28(日)まるごと多摩川祭り(焼きそば担当)
*10/18(土)ロータリーデー開催

*10/14(火)ﾎﾟﾘｵﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ大会でのお願い　
*10/23(木)川崎ＲＣとの合同例会（出欠回覧）
　点鐘 12：30　場所 川崎日航ホテル
*10/30(木)川崎マリーン担当
　７クラブ親睦ゴルフ（出欠回覧）
　集合:7：00　
　場所：グレートアイランド倶楽部

会員数

(敬称略)
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前々回

前々回
メーク
アップ

出席率
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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

森野知良、内田秀彰
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８・９月のお誕生会

 

内田 秀彰 会員 8月 2日

望月 幹仁 会員 8月 3日

三野 公一 会員 8月 3日

宮本 欣淳 会員 8月16日

轟　 淳次 会員 8月21日

小枝 義夫 会員 8月25日

秦　　 明 会員 9月17日

伊藤 秀司 会員 9月19日

鈴木慎二郎会員 9月22日
Happy
 Birthday!



クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

　　　

　　

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 河口武生　副会長

★ご無沙汰しています。
　本日はお世話んなります。よろしくお願いいたします。
　（谷屋 利隆　川崎南RC）

◆内田会員
　鈴木さん、卓話楽しみにしております。よろしくお　
　願いいたします。
◆鈴木会員
　今日は久しぶりの卓話であがっております。皆様、　
　いじらない様にお願いいたします。
◆増田洋一会員
  11/30開催の丹沢湖10kmマラソンにエントリーしま
　した。
◆福島会員
　内田先生には歯の治療では小生のわがままを聞いて
　いただいております。優しい良い先生ですよ...。
　皆さん
◆増田敏雄会員
　地区奨学金・学友・VTT委員、鈴木慎二郎様、いつ
　もロータリー情報と研修についてお世話になってい
　ます。本日も身になる卓話楽しみにしています。
◆伊藤秀司会員
　鈴木さん、本日の卓話よろしくお願いします。
◆河口会員
　鈴木さん、本日の卓話よろしくお願いいたします。

◆野口会員
　鈴木慎二郎様、睡眠時間を削っての本日の卓話準備　
　ありがとうございます。
　楽しみに拝聴させていただきます。
◆轟会員
　地区奨学・学友・VTT委員、鈴木慎二郎会員の卓話
　を真剣に拝聴させていただきます。
◆松中会員
　鈴木さん、卓話の程宜しく。
◆川崎市９０周年、ミューザ１０周年を記念して、
　宮下敏子さんが歌を作りました。
「ミュートン」お聞きください。
◆秦会員
　今日の卓話話し上手な鈴木会員なのでしっかり聞き
　たい。眠らないようにしよう。
◆武藤会員
　鈴木さん、本日の卓話楽しみにしています。
◆小山会員
　鈴木Ｒ情報・研究委員長、本日の卓話じっくりと聞　
　かせて勉強させていただきたいと思いますのでわか　
　りやすく教えてね！！

本日の卓話

東日本大震災義援金　 2.000　円

　　　累計金額 　　 21,000　円

本日のニコニコ　　  16,000　円

　　　累計金額  　 279,000　円

『 ロータリー情報と研修について 』

　

ＩＴ推進委員長
増田 洋一 会員

　

<参加者>
増田会長、森野会員
武藤会員、増田洋一会員
鈴木会員、小山会員
河口会員　(7名)

情報とは何か、これはロータリーに関する情報を会員に提供し、イベントを企画して
機会をもって皆様にロータリー活動に対する理解を含めてもらうこと。総じてロータ
リーへの理解の手助けを行うことに主眼を置いています。
そして研修とは、新会員・現会員への継続的な教育機関の提供、長期的な視野で会員
の指導力開発をめざし、次世代の指導者の育成と継続的な確保をも担うものとなりま
す。その中でも大切なことは会員がロータリーとは何かを説明できるようになること
が最も大切なことと考えます。
ロータリーとは何か・・・何でしょう。ロータリーには指標があります。これらを最
もあらわした声明が決議23-34です。現在も社会奉仕に関するロータリーの声明とし
て説かれた人生哲学である『超我の奉仕』、そして実際には職業奉仕としての心構え
である実践理論を説いた『最もよく奉仕するものが最も多く報われる』があります。
しかし、よくよく考えればこの決議こそ、全てのロータリー活動に活用されているド
キュメントではないでしょうか。
ロータリアンは理屈を重ねるのが好きなのか、この声明については激論を交わしてき
ました。理論派と実践派が互いを批判しあい、論争を重ねていきました。今にして思
えば究極の言葉遊びではなかったのかという部分もありますが、それだけロータリー
は熱く考え、語り、実践できる奥の深いものであることは間違いありません。
その先人たちが積み重ねてきたのがロータリーであるのです。
この決議23-34を論じれば、大変な時間を労しても結論めいたことは言えません。
ただロータリーには先生がいないという言葉があります。全員が生徒であり、実践道
場である例会においてその答えを求め続けていく事がロータリアンなのだと思います。

私なりの言い方をすれば、超我の奉仕・・・すなわち利他の精神をもって己に出来うる範囲での奉仕活動に専念せ
よということろだと思っています。
一般の人にロータリークラブとはなんですか？と聞かれて皆さんはどう答えられるでしょう。職業を持った人たち
が集まった親睦団体、ではライオンズとはどうちがうのですか、お金を持った人たちの自己満足会ですか、色々と
意見は出てくるかと思います。そこで皆さんにしっかりとしたロータリーを心の中に作っていただきその輪を広げ
ていけたらと思います。最後に「手続要覧」や「公式機関紙(ロータリーの友等)｣「ロータリー章典」などネットで
も簡単にロータリー情報を入手することが出来ますので、お時間があるときに調べてみるのも良いと思います。
  本日は、鈴木委員長にロータリー情報・研修についてお話いただきました。ロータリーは奥が深く、ロータリー
を理解する上でロータリーの歴史を学ぶことも大切だと感じました。大変貴重なお話有難うございました。

　　　　　

委員長就任挨拶          9/6(土)
　 学童野球開会式
 ～大師少年球場にて～

　鈴木 慎二郎
ロータリー情報委員長
ロータリー研修委員長


