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司会　伊藤  秀司 SAA
点鐘　名古　  治 会長
ロータリーソング

「四つのテスト」「我らの生業」

 ソングリーダー　望月幹仁 会員

増田洋一 　　　　　　出席報告

会長報告 名古　治　会長 

　　　　　　
　

　

　　　

今日の花

委員会報告

　
                                              出席委員長

御幡幸男　幹事

＜花言葉＞
　　　
・野生美

★キバナコスモス

幹事報告

会員数

本　日

前々回

出席率
該当者

出席者 欠席者 出席率
メイク
アップ

ホームクラブ

34

出席率

前回修正

34

32 27 84.38

32 28 87.50     4 1 90.63
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西尾　猛　親睦活動委員 

●川崎多摩ＲＣ
　9/19 (木)自主休会
 10/ 3 (木)昼例会へ変更
 10/17(木)自主休会

■

■

島田精二　地区米山学友委員会
　夏季ﾚｸﾚｰｼｮﾝの報告、10月米山月間について

鈴木慎二郎 Ｒ情報委員長
　ロータリー 一口メモ「国際奉仕について」
　国際奉仕とはロータリーの持つ世界的ネット
　ワークを通じて国際理解、親善、平和を推進
  する理念である。分野として世界奉仕活動、
  教育文化活動、理解推進活動、国際大会、海
  外クラブとの国際交流がある。

1.ロータリー財団月間卓話実施のご案内
2.米山奨学生への地区大会参加のご案内
3.社会奉仕委員長会議
　9/27(金)　15：00～17：00
　河口社会奉仕副委員長
4.米山カウンセラー研修会
　9/26(木)　15：00～17：00
　秦　米山奨学生副カウンセラー
5.地区補助金口座開設しました。
　

1.例会変更のお知らせ
2.会費請求書（2期分）発送します。
3.ロータリーカードのご案内
4.理事会報告
 ･水辺の楽校の贈呈式(13：00)参加下さい。
 ･9/19(木)ﾁｬﾘﾃｨﾃﾞｨﾅｰﾊﾟｰﾃｨｰの件

集合：16：00　Jr川崎駅時計台
 ･地区大会について　10/18(金)、19(土)　 
 1日目、2日目両日全会員のご出席をお願い

します。
 ･9/15(日)学童野球閉会式へ参加をお願いし
  ます。

ビジター紹介　　　　　

中村 眞治　様（川崎大師ＲＣ）

富津シティＲＣ　　新川崎ＲＣ

＊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 

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)
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年度 RI会長
    Ron D. Burton
     

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
◎

◎

◎

 9 月19日(木)「クラブフォーラム(全体会議)」

 9 月26日(木) 佐藤明彦カウンセラー 担当
             「河川の植物に関する研究
                     ・日中関係に関する苦悩」
　　　　　　　 米山奨学生 高　爽(コウソウ)様

 10月 3日(木) 鎌倉散策＆夜間例会
　　　　　　　　集合　8：50　サンピアンかわさき
                場所　ｱﾏﾝﾀﾞﾝﾌﾞﾙｰ鎌倉
　　　　　　　　点鐘　17：30

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

名古　治　会長 ゲ ス ト
なし



クラブ会報担当　小枝義夫委員長

理事・役員・委員長　退任挨拶

　　　　　

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 三野公一　副会長

★１１月６日(水)貴クラブ、川崎中央さんとの合同例会の
　お願いに参りました。宜しくお願い申し上げます。
（川崎大師ＲＣ　中村 眞二 様）

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

鈴木会員
　先日は家内に美しい花をいただきました。
　部屋が明るくなりさわやかです。
　ありがとうございました。
　小峰さん、本日の卓話楽しみにしています。

伊藤秀司会員
　河口さん、本日の卓話楽しみにしています。

松中会員
　ようやく秋らしくなりましたね。
　小峰さん、卓話宜しく。楽しみにしています。

増田洋一会員
　小峰さんの卓話が楽しみです。

小枝会員
　小峰さん、卓話宜しくお願いします。
　卓話の原稿自分で書いてネ。

福嶋会員
　四国松山市を中心に神社参拝に３日間出向い
　て参りました。暑さは川崎以上でした。

内田会員
　今年も夏バテしましたが痩せませんでした。
　本日卓話楽しみです。宜しくお願いします。

名古会員
　ファイヤーサイドミーティング色々な御意見
　有難うございました。
　マリーンはますます前途が明るいですね。
　小峰さん、卓話宜しくお願いします。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

野口田会員
　小峰さん、卓話楽しみにしてます。
　山崎さん、今夜の歓迎会楽しみにしてます。

山本会員
　小峰さん、本日の卓話楽しみにしておりま
　す。
　野口さん、小山さん、先日の地区財団セミ
　ナーでのスピーチ分りやすく、聴きやすく
　良かったですよ。さすがです。

伊藤恒満会員
1.小峰さん、卓話楽しみにしています。
2.本日は18：30からシーハーズにて山崎会員
　の歓迎会です。
  参加出来る方宜しくお願いします。

西尾会員
　小峰さん、初卓話がんばって下さい。
　楽しみにしています。

伊藤秀司会員
　小峰さん、又楽しい卓話を宜しくお願いし
　ます。

小山会員
　小峰さん、本日の卓話楽しみです。

河口会員
　小峰様、本日の卓話宜しくお願い致します。

武藤会員
　小峰さん、本日の卓話楽しみにしています。

東日本大震災義援金　 3   円

　　　累計金額 　　 27,000　円

,000

本日のニコニコ　　　19,000　円

　　　累計金額  　 305,000　円

本日の卓話

　 小峰則明
ＩＴ推進委員長
　

『ロータリークラブにおけるＩＴ活用事例』
　　　
2013-14年度の地区方針で｢公共イメージと認知度の向上ーマスメディア、ソ
ーシャルメディアを通して」と掲げています。
そもそもソーシャルメディアとは..誰もが参加できるスケーラブルな情報発
信技術を用いて、社会的イントラクションを通じて広がっていくよう設計さ
れたメディアである。一般的には、電子掲示版、ブログ、mixi、GREE、
facebook、Twitterなどがある。更にスマホの普及に伴い、アジア圏ではLINE
がものすごい勢いで普及しています。これらのメディアは誰でも簡単に情報
を発信できるのが特徴であり、危険な部分もある。
企業の場合は、一般従業員によって生じるリスク(不適切な発言・情報漏洩)
や企業施策によって生じるリスク(公式アカウントからの不適切な投稿、キャ
ンペーンなど)がある。
今後ロータリークラブで活用するのであれば、ガイドライン、トラブル対策
マニュアル、トレーニング等の準備、またセキュリティ面での対策が必要に
なります。今回は、ソーシャルメディアについて危険な面、ネガティブな部
分を中心にお話しましたが、正しく有効に使えば安価で効果的な広報手段に
なり得るのも事実です。
今年度は、ＩＴ推進委員長を仰せつかったので、マリーンＲＣにおけるソー
シャルメディアの活用を考えていければと思います。
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