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伊藤秀司　幹事幹事報告
　　　　

1.例会変更のお知らせ
2.次週8/7(木)川崎中央ＲＣ合同例会を開催

今後の予定
◎ 8月 7日(木) ｢もしも江戸城天守閣が
　　　　　　　　　　　　　　復元されたら...？｣
　　　　　　　　元神奈川県知事 松沢茂文 様

◎ 8月14日(木)　休会（定款細則により）

◎ 8月21日(木)「グローバル人材育成に思うこと
　　　　　　　　　　　　　－元留学生の母として」
　　　　　　　　 元ロータリー青少年交換留学生
　　　　　　　　 志村 直子　様
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ゲ ス ト

特別ビジター紹介　　　　　

　　

●秋山商事株式会社

　代表取締役　 秋山　博 様

●ロータリー米山学友　高 爽 様

 

●富津シティＲＣ　 

　　会長　山口　稔　様　　副会長　秋山和彦　様

　   　幹事　和田充敏　様

●川崎ＲＣ  

　　会長　戸村正房　様　 　幹事　安藤　肇　様

●川崎中央ＲＣ  

　　会長　伊藤康人　様　  　幹事　清水　満　様

 

＊週報を送ってくださったＲＣ

　

　　
なし

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

駐横浜大韓民国総領事館　

総領事　李壽  氏 
　　演題「韓国の文化と韓日交流」

増田敏雄　会長 スピーカー紹介スピーカー紹介

茶谷龍太　親睦委員長 ビジター紹介　　　　

　

●富津ｼﾃｨＲＣ　中島清志　様　　緒形　弘　様

　 　　　　　　 小倉博人　様

●新横浜ＲＣ　 高梨能理子様

●川崎ＲＣ　 　 富田三郎　様　　飯塚正良　様

　 　　　　　　 大久保公之様　　野渡和義　様

　　　　　　　 小山稀世　様

●川崎大師ＲＣ  野澤隆幸　様　　横 山俊夫　様

●川崎中央ＲＣ  森川友生男様　　石川三枝子様

　　　　　　　 城島光力　様　

●新川崎ＲＣ　 比嘉　孝　様　　神 戸加代子様

　 　　　　　　 薮田和利　様       山 本浩司　様

 

伊藤恒満　　　　　　出席報告

会長報告 増田敏雄　会長 

轟　淳次会員

                                           　　出席委員長

1.表敬訪問の皆様、各クラブ皆様、本日のプログラム
　に合わせてご計画いただき感謝申し上げます。
2.轟 淳次会員がポールハリスソサエティのチャー
　ターメンバーとして登録されました。
　本日、バッチを授与します。
3.昨日｢伊藤幹事を励ます会」が開催されました。
　皆で激励しました。又、御幡直前幹事より名古直前
　会長の関するご報告をいただきました。
4.クラブオリジナルポロシャツが完成しました。
　ワンポイントを入れたい方は、写真データをお送り
　ください。

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

飯坂俊弘・森野知良

33

33

32 26 81.25

32 22 68.75 75.00     10 2 

   6 

ポールハリスソサエティ
　創立会員バッジ授与 



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

★皆様、こんにちは。本日は６名で訪問しました。
　本年度も友好を深めさせていただきます。
（富津ｼﾃｨＲＣ 会長 山口 稔 様）
★遅ればせながら、本日表敬訪問させていただきます。
　本年は合同例会など企画盛り沢山です。
　一年間平穏無地に楽しいクラブであることをお祈りしております。
（川崎ＲＣ 会長 戸村正房 様、幹事 安藤 肇 様）
大変遅ればせで恐縮です。本日は新年度に際し表敬訪問に伺いました。改めまして、増田丸の順風満帆の出港を★

　お喜び申し上げますとともに会員皆様の今期一年のご健勝を益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
　また、本日はイ･スジョン総領事様の卓話も楽しみにして参りました。
　皆様、一年間どうぞよろしくお願い申し上げます（川崎中央 会長 伊藤康人 様、幹事 清水 満 様）

★李壽 閣下、ようこそいらっしゃいました。本日は初めてメーキャップさせていただきます。 
（新横浜ＲＣ 高梨能理子 様）

★李壽 総領事の卓話を期待して伺いました。宜しくお願いします(川崎ＲＣ 飯塚正良 様) 
韓国総領事李壽 様のご来訪を川崎市内ロータリークラブを挙げて歓迎いたします（川崎ＲＣ 野渡和義 様） ★
川崎ＲＣと同日時例会の為、初めてメイクさせていただきました。お世話になります（川崎ＲＣ 大久保公之 様）★

★李総領事の卓話拝聴させていただきます。
　轟前ガバナー補佐には大変お世話になりました。有難うございました（川崎ＲＣ 富田三郎 様)
福嶋さん、いつもお世話になります（川崎大師ＲＣ　横山俊夫　様）★

★駐横浜大韓民国総領事様にお会いする機会に恵めれて嬉しく存じます（川崎大師ＲＣ 野澤隆幸 様）
★暑い毎日が続いておりますが皆様いかがお過ごしですか？本日はお世話になります。
（川崎中央ＲＣ　石川三枝子 様）
会長、幹事をはじめ川崎マリーンＲＣの会員様、今年度も宜しくお願いします。又、本日の卓話をお聞きしたく★

　お邪魔させていただきました。
（新川崎ＲＣ 会長 比嘉孝 様、副会長 神戸加代子 様、幹事 薮田和利 様、山本浩司 様）
先日、佐藤さんが名古会長の事を知らせてくれました。いつも優しい笑顔で接して下さった名古さん、こころ★

　よりお悔み申し上げます。そしてご冥福をお祈りします。
　ご報告します。4月に帰国して妻とささやかな結婚式を挙げました。少なくとも中国の人の目にはささやかに映
　ったと思います。たった2週間で準備したのでかなり疲れましたが、妻には喜んでもらいました。ふぅ～
（ロータリー米山学友　高爽 様）

◆福嶋会員
　熱中症には十分気を付けましょう。
◆増田敏雄会員

①駐横浜大韓民国総領事 李壽 様、本日の卓話宜しく 
　お願い致します。
②富津シティＲＣ 会長 山口 稔様、副会長 秋山和彦様
　   幹事 和田充敏様、
　川崎ＲＣ  会長 戸村正房様、幹事　安藤　肇様、
　川崎中央ＲＣ  会長 伊藤康人様　  幹事 清水　満様、
　本日は表敬訪問有難うございます。
　今後とも宜しく御指導下さい。
◆伊藤秀司会員
　御幡さん、安本さん、望月さん、宮本さん、西尾さん
　増田さん、栗原さん、昨日は幹事を励ます会ありがと
　うございました。頑張ります。
◆河口会員

  横浜大韓民国総領事 李壽 様、ようこそいらっしゃい 
　ました。本日の卓話宜しくお願致します。

◆小枝会員

　ようこそ李壽 様、本日のお話大変楽しみにして 
　おります。
◆松中会員
　李総領事ようこそおいでいただき有難うございま
　す。卓話のほど宜しくお願いいたします。
◆鈴木会員
　李総領事をはじめ多くのお客様においでいただき
　まして誠に有難うございます。
　マリーンＲＣの例会をお楽しみ下さい。
　稲毛神社例祭出席の皆様、明日はお体をご自愛く
　ださい。
◆山本会員

　駐大韓民国総領事館 総領事 李壽 様、本日の卓 
　話楽しみにしております。
◆小山会員

　韓国総領事館 李壽 様、本日はようこそいらっ 
　しゃいました。

本日の卓話

東日本大震災義援金　 3,000　円

　　　累計金額 　　 14,000　円

本日のニコニコ　　  67,000　円

　　　累計金額  　 216,000　円

『韓国の文化と韓日交流』

駐横浜大韓民国総領事館 

　 総領事　李壽  氏 
　　　* 韓国の文化

　　　* 朝鮮時代の社会意識

　　　* 韓国人の宗教と美意識

　【本日の卓話資料は別紙にて掲載】


