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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 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＞
　　　
　　優美

★トルコキキョウ

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

33

出席率

前回修正

33

32 29 90.63

31 21 67.74    10 2 74.19
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名古　治　会長 

西尾　猛　親睦活動委員 

ゲ ス ト

1.例会変更のお知らせ
2.8/9(金)富津シティＲＣ納涼祭に参加
　会長､幹事､轟会員､福嶋会員､野口会員
3.8/8(木)Ｒ情報･広報･ＩＴ委員長会議に参加
　三野副会長､鈴木Ｒ情報委員長､鶴田広報
　雑誌･記録委員長
4.8/20(火)米山記念奨学委員長会議に参加　
　佐藤米山記念奨学事業委員長

■

■

■

■

■

小山宏明　会員増強副委員長
　7/11(木)会員増強セミナーでの報告

小山宏明　地区補助金委員長
　ロータリーカードについてのご案内

河口武生　青少年奉仕副委員長
　青少年奉仕委員長会議での報告

鈴木慎二郎　地区大会実行委員
　8/29(金)16:30より1時間ミューザ川崎におい
　て下見会を開催します。
　委員会の方参加下さい。

鈴木慎二郎　Ｒ情報委員長
　ロータリー一口メモ
　「ロータリーの歴史について」

1.9/24(火)地区チャリティゴルフ大会
　戸塚カントリークラブ
2.ロータリー希望の風奨学金ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ現況
　ロータリーの友(P.26～29)
3.ロータリー為替レート８月 １＄＝100円
4.9/8(日)米山奨学生・学友夏季ﾚｸﾚｰｼｮﾝ
5.国際奉仕活動に関するアンケート
6.10/9(水)第１Ｇ ７クラブ親睦ゴルフ大会
　ご案内　姉ケ崎カントリークラブ
7.その他
　本日理事会開催します

ビジター紹介　　　　　

なし

山崎 美津夫 様（入会予定）

●川崎百合丘ＲＣ
　　8/13(火)休会(定款細則により)
　　9/24(火)休会(定款細則により)
　 10/24(火)移動例会(職場訪問)
　 10/15(火)19(土)変更地区大会に参加
●川崎幸ＲＣ
　　8/9 (金)夜間例会（納涼祭）
　　8/16(金)休会(定款細則により)
●川崎大師ＲＣ
　　8/14 (水)休会(定款細則により)

＊週報を送ってくださったＲＣ

富津シティＲＣ　川崎中原ＲＣ　川崎北ＲＣ
川崎ＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

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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伊藤秀司

今後の予定
◎

◎

◎

 8月 8日(木) 茶谷龍太 青少年奉仕委員長 担当 
　　　　　　　「ローターアクトについてⅡ｣　
　　　　　　　 地区ローターアクト委員会
　　　　　　　 枡崎一之　様

 8月15日(木) 休会（定款細則による）

 8月22日(木)「R情報･広報･ITセミナーについて」
　　　　　　　 地区R情報･広報･IT委員会
               鈴木慎二郎 会員　　　　　　　　 



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

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

伊藤秀司会員
　飯坂さん、本日の卓話楽しみにしています。

小山会員
　飯坂さん、名門会ではお世話になりました。
　本日の卓話あまり期待はしてませんが、いつも
　の話術で楽しませて下さい。

飯坂会員
　皆さま、お久しぶりです。
　もうすぐ毎回参加できそうです。

鈴木会員
　轟様、小山様、増田様、先日は大変お世話にな
　りました。
　本日より、ロータリー一口メモを再開させてい
　ただきます。宜しくお願い致します。

増田洋一会員
　上場企業の外部監査役に就任しました。

佐藤会員
　７月盆、ようやく終わりました。
　毎年の事ながらいい修行です。ホント修行なん
　です。黒字にはなりませんから。

森野会員
　こんにちは。その３。
　今日から稲毛神社お祭りです。

福嶋会員
　アロハーです。祭りだ！森ちゃんよろしく。

名古会員
　本日ゴルフの参加依頼が２件あります。
　小山担当、伊藤秀司担当、宜しくお願いします。
　山崎さん、飯坂さん、いらっしゃい。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

小峰会員
　飯坂さん、お久しぶりです。
　使えるネタを期待しております。

轟会員
　本年度ポリオプラスに協力をさせていただ　
　きます。

秦会員
1.飯坂さんの卓話、私に理解出来るほど面白い
　かなぁ。
2.ポリオの気持ちはよくわかる。

島田会員
　飯坂さん、先日はご迷惑をお掛け致しました。

河口会員
　飯坂会員増強委員長、本日の卓話楽しみです。

山本会員
　飯坂さん、今日のお話楽しみです。

武藤会員
　飯坂さん、本日の卓話楽しみにしています。

伊藤恒満会員
　飯坂さん、お久しぶりです。
　卓話楽しみにしています。

増田敏雄会員
1.お暑い日が続きます。
　ロータリー法人カード申請書類完成しました。
　本日、発送申込み致します。
2.飯坂さん、本日卓話楽しみにしています。

内田会員
　本日、初めてのＳＡＡのお仕事です。
　何分不慣れなもので宜しくお願いします。
　飯坂さん、卓話楽しみにしてます。

東日本大震災義援金　 2,000　円

　　　累計金額 　　 13,000　円

本日のニコニコ　　　38,000　円

　　　累計金額  　 209,000　円

本日の卓話

会員増強委員長　飯坂俊弘 会員

　　『リースとはファンドとは 』

　　　
リースとファンドの仕組みについて、独特な話口調でユーモア
あふれる例え話を添えてお話いただきました。
一般的に日本人は、リースやファンドの知識が少なく、有効な
利用方法を知らないでいる人が多い。
これからグローバルな社会では、リースやファンドを上手に活
用して、出来るだけ大きな資金を生み出して、資金を運用して
行く必要が有る。そうでなければ、世界の中でますます遅れを
とってしまう危険がある。
「資金の集め方、使い方」について感心を持ち有効利用してほ
しいと思います。
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