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司会　鈴木慎二郎 副SAA
点鐘　名古　  治 会長
ロータリーソング

「手に手つないで」
「笑顔のつどい」
ソングリーダー  福嶋安行 会員

河口武生 　　　　　　出席報告

会長報告 名古　治　会長 

　　　　　　
　　

　　　

　

今日の花

委員会報告

　

                                              出席副委員長

御幡幸男　幹事

＜花言葉＞
　　　こころの平安

★ほおずき

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

31 21 67.74

31 24 77.42    7 2 83.87

   10 

名古　治　会長 

名古　治　会長 

ゲ ス ト

1.例会変更のお知らせ
2.川崎ＲＣ酒井会長・守屋幹事本日は互いの
  表敬訪問ということでお疲れ様です。
3.7/17富津ｼﾃｨＲＣに表敬訪問へ行ってきました。
  合同行事について改めてお知らせいたします。
4.小枝会員の近況報告の件

■宮本欣淳　ロータリー財団委員長
　恒久基金／大口寄付者に関する件

1.ロータリー財団恒久基金／大口寄付に
  関する件（アンケート）
2.Ｒ情報・広報・ＩＴセミナー開催
　対象者：会長、鈴木Ｒ情報委員長、
　　　　　 鶴田 広報・雑誌・記録委員長
　　 　　　小峰ＩＴ情報委員長（3名以内）
3.地区補助金プロジェクト
  ｢だいし水辺の楽校｣に対する支援

特別ビジター紹介　　　　　

川崎ＲＣ　 会  長　酒井 一宏  様

  　　　　 幹  事　守屋 勇志  様

大師河原水防センター　大師河原干潟館

だいし水辺の楽校

 校    長  仲子 先一郎 様

 運営委員　寺尾 祐一　 様

 運営委員　佐川 麻理子 様

●川崎多摩ＲＣ
　8/15（木） 休会
  8/29（木） 自主休会
●川崎西ＲＣ
　8/9（金）　 昼例会を夜間例会へ変更
　　　　　 点鐘　18：30「納涼家族会」
  8/16（金） 定款休会
●川崎ＲＣ
　8/15（木） 休会（定款第６条第１節により）
　　　　　　 事務局夏季休暇8/10～8/19
●川崎中央ＲＣ
　7/29（月） 納涼夜間例会
　　　　　 点鐘　18：30
             「リムジン観光と浅草お好み焼き」
  8/12（月） 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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会　長
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伊藤秀司

だいし水辺の楽校　

      校 長

 仲子 先一郎 様

地区補助金支援

今後の予定
◎

◎

◎

 7月25日(木) ｢もう少し知ってほしい
　　   　　　　　　　 ロータリーフェローのこと｣　
　　　　　　　 Ｒ平和フェローシップ委員長
　　 　　　　　野口四郎 会員
 8月 1日(木) ｢リースとはファンドとは｣　

　　　　　　　 会員増強委員長　飯坂俊弘 会員
 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｣　
　　　　　　　 地区ローターアクト委員会
　　　　　　　 枡崎一之　様



　　　　　

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 三野公一　副会長

名古会長より

『だいし水辺の楽校　多摩川河口干潟の自然』

仲子 先一郎 様 寺尾 祐一 様 佐川　麻理子 様

◆

◆

◆

◆

鈴木会員
　だいし水辺の楽校の皆様、川崎ロータリー
　クラブの会長、幹事の皆様、山崎様、よう
　こそマリーンＲＣへお出で下さいました。
　当クラブ例会をお楽しみください。

福嶋会員
　アロハー！
　暑い毎日です。身体に気を付けて下さい。

名古会員
　ＮＰＯ法人 多摩川干潟ネットワークの皆様、
　ようこそ。本日は宜しくお願いします。
　川崎ロータリークラブ酒井会長、守屋幹事
　いらっしゃいませ。
　山崎さん、いらっしゃい。
　入会楽しみですネ！

御幡会員
　1.富津シティＲＣへ表敬訪問された皆様、
　　御苦労様でした。
　2.川崎ＲＣの会長・幹事ようこそ。
　3.ＮＰＯ「だいし水辺の楽校」の皆様、よ
　　うこそ。
　4.ポリオの復旧

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

秦会員
　久し振りの夜間例会、暑いときはいいも
　のですね。

武藤会員
　川崎ロータリークラブの会長、幹事よく
　いらっしゃいました。

山本会員
　久し振り夜間例会ですね。
　川崎ロータリークラブの会長、幹事様よ
　うこそおいで下さいました。

轟会員
　川崎ＲＣ酒井会長、守屋幹事ようこそ。
　連日ご苦労様です。
　本年もよろしくお願い致します。

小山会員
　仲子副理事長、寺尾副理事長、ようこそ
　いらっしゃいました。

野口会員
　一杯飲みたいけど、車で来てしまいまし
　たので、飲めません。

増田洋一会員
　来週からタイに視察に行きます。

★本日は、表敬訪問に伺いました。名古会長をはじめ川崎マリーンロータリークラブ様の皆様の
  ご発展心より御祈念申し上げます。（川崎ＲＣ　会長 酒井一宏 様 、幹事 守屋勇志 様）

東日本大震災義援金　 3,000　円

　　　累計金額 　　　9,000　円

本日のニコニコ　　　23,000　円

　　　累計金額  　 148,000　円

本日の卓話

クラブ会報担当　河口武生会員

干潟とは、海の水が引いた時、泥や砂が陸地となって現れる場所のことです。
満潮や干潮といった時間帯によっても異なる顔を持ち淡水と海水が混じり合う
汽水域特有の変化に適応した様々な生き物が生息するとても豊かな場所です。
「

ハゼ釣りと魚のさばき方教室
●河原周辺の雑草クズでかご・リース作成　他多数
など年間を通じて様々は活動を行っています。

だいし水辺の楽校」では身近な干潟の自然の中で主に地域の子どもたちを
対象とした環境学習活動を行っています。
●野草観察（てんぷら・野草ちぢみ作り）
●干潟観察会
●

ライフジャケットとマリンブーツを贈呈
しました。
今後クラブとして継続的な活動にするた
めにも会員の皆様にぜひ水辺の楽校の行
事等に参加していただきたいと思います。
一番必要なのは人だと思います。
宜しくお願い致します。

　　

【出席者】
　轟ガバナー補佐、名古会長・御幡幹事
　安本友好ｸﾗﾌﾞ委員長
　福嶋友好ｸﾗﾌﾞ副委員長
　伊藤親睦活動委員長　　　　６名

7/17(水)富津シティＲＣ表敬訪問
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