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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

「君が代」「奉仕の理想」

 ソングリーダー　増田敏雄 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＞
　　　
・旧友、雅味(がみ)

★とうがらし

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

33 27 81.82

33 24 72.73     9 4 84.85

   6

武藤泰基　親睦活動委員 

●川崎北ＲＣ
　9/18(水)親睦移動例会(一泊)箱根湯本
　9/25(水)休会（定款細則により）
 10/ 2 (水)移動例会2600回記念例会
        　 点鐘 12：30
　　　　　 場所 ﾖｺﾊﾏｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ
●川崎南ＲＣ
 10/ 1 (火)移動例会　ＮＴＴ川崎支社訪問  
 10/29(火)夜間移動例会 横浜中華街
          「萬珍楼」 点鐘　18：30

■

■

■

■

小山宏明　親睦活動副委員長
　11/12(土)川崎中央・ﾏﾘｰﾝ合同ゴルフコンペ
　ご案内。

西尾　猛　プログラム委員長
　プログラムの変更について

鈴木慎二郎 Ｒ情報委員長
　ロータリー 一口メモ「社会奉仕について」
　ロータリアンひとり一人が、個人として、又事
　業及び社会生活において日々奉仕を実践する事
⇒ロータリアンに与えられた奉仕への訓練の施し

伊藤恒満 親睦活動委員長
　9月のお誕生日

1.再送）9/7(土)ロータリー青少年交換帰国
  報告会並びに来日歓迎会開催の件 
　場所：聖光学院　小講堂　14：00～17：00
2.9/16(日)アクトの日開催のご案内
　新横浜ホール13：00講義⇒
  新横浜ゴミ拾いｳｫｰｷﾝｸﾞ
3.11/2(土)ロータリー全国囲碁大会のご案内
　場所：日本棋院館（東京・市ヶ谷）10：00～
4.9/26(木)米山カウンセラー研修会のご案
  内場所：ソシア21 4F｢ウィング｣　
5.2014-15年度 グローバル奨学生募集　
6.2014-15年度 青少年交換生募集
7.9/28(土)13:00～15：00水辺の楽校開催

1.例会変更のお知らせ
2.9/5(木)、6(金) 両日6：30～
　ファイァイヤーサイドミーティング
3.10/23(水)楽しい釣り大会
4.11/12(火)川崎中央・川崎マリーン合同ゴル
  フコンペ
5.ロータリーの友英語版の注文
6.理事会開催　

ビジター紹介　　　　　

なし

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 

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12日(木)「会員卓話」小峰則明 会員
 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

　　

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

名古　治　会長 ゲ ス ト
なし

　　　

９月のお誕生会

 

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

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

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

鈴木会員
　河口さん、本日の卓話宜しくお願い申し上
　げます。
　本日、１回目のファイヤーサイドミーティ
　ングがフロンティアビル｢トップラウンジ｣
　１２階にて開催されます。
　出席者の方々宜しくお願い致します。

武藤会員
　河口さん、本日の卓話大変楽しみにしてい
　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。

小山会員
　河口職業奉仕委員長様、本日の卓話楽しみ
　です。

河口会員
　本日の私の卓話での質問はしない様にお願
　い致します。

伊藤秀司会員
　河口さん、本日の卓話楽しみにしています。

名古会員
　河口先生、今日の卓話宜しくお願いします。
　無事抗がん剤治療終わりました。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

島田会員
　河口さん、いつもお世話になります。
　今日の卓話楽しみにしています。

秦会員
　河口会員の卓話楽しみです。
　大人ダジャレいくつ発せられるかなぁー。

増田敏雄会員
　河口様、本日の卓話楽しみにしています。
　職業奉仕、ロータリーの基本ですね！

増田洋一会員
　河口様、講話を楽しみにしています。

山本会員
　河口様、本日の卓話がんばって下さい。

森野会員
　こんにちは。その何回か忘れました。
　そこで一句「ほんじつは とてもたのしみ
　河チャンたくわ」字余りおそまつ！　

福嶋会員
　河口先生(中国ではこのように呼ぶ)、本
　日の卓話楽しみにしております。

伊藤恒満会員
　河口さん、卓話楽しみです。

東日本大震災義援金　 2   円

　　　累計金額 　　 27,000　円

,000

本日のニコニコ　　　16,000　円

　　　累計金額  　 286,000　円

本日の卓話

河口武生 
　

職業奉仕委員長

『初めての職業奉仕』
　　　
職業奉仕という言葉は完全なるロータリー用語で、辞書に載っていません。
「職業」己の職業を通して利益をあげること。
「奉仕」世のため人のために尽くすこと。
全く正反対の２つの言葉が一つになり「職業を営むことが、世のため人の
ための奉仕となる」と言っているのですが、その意味が非常に理解しにく
い点です。
問題を解決するため｢職業を営む心(金を儲ける心)も奉仕の心(世のため人
のために尽くす心)も同じ一つの心」と考えて下さい。
この一つの心は「世のためひとのために奉仕をする心を持って職業を営む
べし」と言えます。
事業を通じての商売を自分の儲けを優先するのではなく、他人へに対して
サービスすれば廻り回って自分が報われると言う事です。
職業奉仕は職業倫理の運動であり、ロータリーの基本的な考え方です。
そして、職業倫理を向上させるためにも積極的に毎週例会に出席し会員卓
話を聞き体験談、知識、知恵などを元に互いの職業について学び合いまし
ょう。とお話していただきました。「職業奉仕」について入会したばかり
の新会員にも理解できるよう、解りやすくまとめ説明してただきました。
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