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今日の花

委員会報告

　
                                              出席委員長

御幡幸男　幹事

＜花言葉＞

　　上品な美しさ・エレガント

★バンダ

幹事報告

　　　　 親睦活動委員 

1.地区から委嘱状が届いております。
　①奨学金・学友・VTT委員　
　　鈴木慎二郎会員
　②米山学友委員
　　島田　精二会員
2.川崎中央ＲＣペアマッチ
　ゴルフのご案内
　3/30(日)9：15　ｺﾞﾙﾌ倶楽部成田ﾊｲﾂﾘｰ
3.横浜西ＲＣ ５５周年記念事業
　いのちを育む植樹フォーラムin横浜
　基調講演＆シンポジウム無料
4.その他
　・2013年手続要覧を配布致します。
　・理事会を開催します。

ビジター紹介　　　　

野中 茂　様（川崎ＲＣ）

なし

＊週報を送ってくださったＲＣ

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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 Engage Rotary,Change Lives  
     ロータリーを実践し
 みんなに豊かな人生を
 2013-2014年度 RI会長
     Ron D. Burton
     ロン Ｄ.バートン

副会長
三野公一

幹　事
御幡幸男

会　長
名古　治

ＳＡＡ
伊藤秀司

今後の予定

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

1.例会変更のお知らせ

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

34

34

33 26 78.79

32 24 75.00 81.25     8

     7
2

●川崎中ＲＣ
　3/18(火)休会（定款細則により）
　4/1  (火)移動例会　点鐘18：00
  4/29(火)休会
●川崎とどろきＲＣ
　3/17(月)夜間移動例会　点鐘18：00
　4/6 (月)一泊移動例会(熱海　大観荘)
　　　　　 点鐘17：00

 3月13日(木)「 私の履歴書」◎
　　　　　　　　増田洋一 出席委員長

◎ 3月20日(木) 「クラブフォーラム(全体会議)」

◎ 3月27日(木)　増田敏雄　会長エレクト担当 
　　　　　　　「外部卓話」

増田洋一

山崎美津夫

森野知良・佐藤明彦

　

名古　治　会長 ゲ ス ト 　　

　　

西尾　猛　プログラム委員長■
　5/22(木)1,000回記念例会の為、夜間へ変更します。
　場所　サンピアンかわさき
■鈴木慎二郎　Ｒ情報委員長
　3/13.14ファイヤーサイドミーティングを開催
■伊藤恒満　親睦活動委員長
　3月のお誕生日

　　 米山奨学生

　 高爽（ｺｳｿｳ）さん

　　

　　

　　　

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

Happy
 Birthday!

　　

二宮 祐一　様　

　　演題「百名山に登頂を終え」

名古　治　会長 スピーカー紹介スピーカー紹介



クラブ会報担当　小枝義夫委員長

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 三野公一　副会長

『百名山に登頂を終え』

◆鈴木会員
　来週は地区研修セミナーです。
　出席予定の皆様宜しくお願い致します。
◆山崎会員
  痛風の薬が切れたで心配です。
　今日貰ってきます。
◆山本会員
　武藤様、何時も連絡有難うございます。
◆増田敏雄会員
　本日は富士見中学校皆勤賞授与式に参加して参
　りました。
    26名の生徒さんが無遅刻無欠席で頑張り表彰さ
　れました。見習わないといけませんね。
◆茶谷会員
　タバコやめたらハーレー買えました！！
◆森野会員
　今月19日よりアフリカ南部４ｹ国フルムーンで
　ビクトリアの滝へ行きます。これで世界３大滝
　イグアス・ナイアガラ・ビクトリア制覇です。
　３大滝だけに万歳三唱です！！！
◆名古会員
　今月から３月度ですね。
　なんとなくウキウキです？
　二宮様。本日の卓話宜しくお願いします。

◆小枝会員
　二宮様、ようこそマリーンロータリークラブへ
　本日は卓話宜しくお願いします。
◆河口会員
　妻への誕生日のお花ありがとう御座いました。
　二宮さん、本日の卓話宜しくお願い致します。
◆秦会員
　本日の卓話は百名山の登頂が終わったとのこと
　頭が下がる思いです。
◆武藤会員
　二宮さん、本日の卓話楽しみにしています。
◆松中会員
　日本百名山登頂のお話楽しみにしております。
◆伊藤秀司会員
　二宮様、本日の卓話宜しくお願い致します。
◆福嶋会員
　二宮祐一様の卓話楽しみにしております。
　同年輩の私達には大いに勇気と生きがいを感じ
　る話を期待しております。宜しく。
◆小山会員
　第4.5ＧのＩＭに行って参ります。
　田中作次直前ＲＩ会長の特別講演があります。
◆増田洋一会員
　来週の卓話が恐怖です．．．

東日本大震災義援金　 2,000　円

　　　累計金額 　　 72,000　円

本日のニコニコ　　　49,000　円

　　　累計金額  　 770,000　円

本日の卓話

講師の二宮祐一さんは昭和14年生まれ、慶応義塾大学工学部を卒業後
味の素に入社。製造技術の開発や工場建設などに携わり、専門分野で
の経験を生かし活躍されました。味の素を退職後はスポーツジムで汗
をかき、帰りに図書館で過ごす優雅な生活を送られていましたが、次
第にジムに通う生活に物足りなさを感じるようになる。そんなある時
縄文杉を見に屋久島に行かれ、そこで知り合った人たちの山の話に興
味を持つようになる。「そうだ、これから百名山を登頂してみよう」
65歳にして百名山登頂という新たな目標が始まりました。百名山を登
頂すると言うことは1年で10座登ったとして10年かかります。
まず「健康でなくてはならない」そして「お金と時間が無ければなら
ない」何より「気力が充実してなくては出来ない」と語られました。
挑戦から丸9年、73歳で100座を無事完登され、改めて二宮さんの力強
い精神力に感心させられました。また、登山の素晴らしさ、山で感じ
る空気、雄大な山の景色や花の美しさ、そして山で見る神秘的な夜空
の星等、素晴らしい体験を聞かせていただきました。
二宮さんのモットーは、
・目標を持って元気を維持する
・足腰だけはしっかりとする
・死ぬまで自分の事は自分でやる
・おいしいウナギを食べる
二宮さん、百名山登頂おめでとうございます。
本日は大変素晴らしい体験をお話し下さりありがとうございました。

　　二宮　祐一 様
　

　　福嶋安行 会員担当

　

★先週に引き続きホームクラブの例会をすっぽかして参りました。
　私も百名山目指しており(現在71歳)、本日の卓話楽しみにして
　おります。お世話になります。（川崎ＲＣ　野中 茂 様）
鈴木様、小山様先日の市川ガバナーを囲む会｢市一会｣では大変★

　お世話になりました。(川崎大師ＲＣ　鈴木 昇二 様)
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