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司会　伊藤  恒満 副SAA
点鐘　鈴木慎二郎 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  松中秀司 会員

森野知良 　　　　　　出席報告

会長報告 鈴木慎二郎　会長 

　　　　　　
　

今日の花

　

                                              出席委員長

望月幹仁　幹事

＜花言葉＞
　　　　　　　　　
　　内気

★シクラメン ミニ

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

33 27 81.82

33 27 81.82    6 2 87.88
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1.例会変更のお知らせ
2.未来の夢計画覚書書(MOU)提出
3.2013-14年度 クラブ役員キット
  PETS 3/19(火) 地区協議会　3/24(日)開催　　　

1.会長・幹事会報告
　・電車内中刷り広告の件
　・ロータリーを知っていますか
　・新人研修の件
　・神奈川フィルの件
　・リスボン国際大会の件
　・地区血液対策協議会委員推薦の件
2.米山奨学生終了式の件
3.国際親善奨学生　仲田絵美さんの件

 小枝義夫　親睦活動委員ビジター紹介

ゲ　ス　ト

　　　　　

　

髙島 眞美 様（川崎とどろきＲＣ）

牛山 裕子 様（川崎大師ＲＣ)

須山 康成 様（川崎中央ＲＣ）

今井  明　様（横浜南ＲＡＣ）

坂本  篤  様（横浜東ＲＡＣ）

鈴木 宗太 様（横浜東ＲＡＣ)

      米山奨学生

 秋 建浩 (ﾁｭｳ ｺﾞﾝﾎ)さん

●川崎百合丘ＲＣ
  2/12（火）⇒13(水)変更　ＩＭ参加
●川崎幸ＲＣ
  2/15（金）⇒13(水)変更　ＩＭ参加
　3/29（金）休会

＊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　新川崎ＲＣ

今後の予定

◎

◎

◎

◎

1 月31日(木)　川崎大師参拝＆富津シティＲＣ合同例会
　　　　　　　　 参拝:14:40 集合

例会:17:00 サンピアンかわさき
2 月 7日(木)　米山奨学生卓話

　 米山奨学生 秋 建 浩　様
2 月13日(水)　ＩＭ

　　 　　　　　　 開会:13:30
　　　　　　　　  場所:慶応義塾日吉協生館藤原記念ホール
2 月14日(木)　創立20周年記念式典

　　 　　　　　　 集合:13:00
　　 　　　　　　 場所:横浜ｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ　　　
　　　　　　　　　　　 

　

　　

委員会報告
■増田敏雄 親睦活動委員長
　1月のお誕生会

国際ロータリー 第2590地区

ローターアクト委員長

枡崎 一之 様（横浜東ＲＣ）

鈴木慎二郎　会長 

鈴木慎二郎　会長 

スピーカー紹介

　　　　　　
近隣ＲＣからのお知らせ

   
     

＊

　　　

 1月のお誕生会 

鶴田太洋会員

小山宏明会員

茶谷龍太会員

名古　治会員 

Happy
 Birthday!



クラブ会報副委員長　森野知良会員

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 茶谷龍太 副会長

◆

◆

◆

◆

◆

◆

河口会員
1.枡崎ローターアクト委員長、地区ローターア
　クトの皆様、ようこそいらっしゃいました。
　ローターアクトキャンペーン宜しくお願い致
　します。
2.ローターアクトの皆様、本日は仕事の合間
　(学校)をぬってようこそいらっしゃいました。
　是非日頃皆様の活動をアピールして下さい。

島田会員
　秋君が今日から我がクラブで御世話になりま
　す。
　須山さん、牛山さんいらっしゃいませ。
　皆様宜しくお願い致します。

増田会員
　枡崎地区ローターアクト委員長様、ローター
　アクトの皆様、ようこそいらっしゃいませ。

小山会員
　枡崎地区ローターアクト委員長様、本日の卓
　話宜しくお願い致します。

森野会員
　枡崎様はじめ本日はようこそお越しください
　ました。河口委員長心を込めたおもてなしを
　宜しくお願いします。

山本会員
　枡崎様、本日お話宜しくお願い致します。
　楽しみにしております。

★

★

★

この度はローターアクトについてお話する機会を賜り誠にありがとうございます。
　今日はローターアクターの生の声を是非お聴き下さい。そして今後とも引き続きローターアクト
　への御支援を宜しくお願ひ申し上げます。そして末筆ながらいよいよ創立二十周年誠におめでと
　うございます。益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
（横浜東ＲＣ　枡崎一之 様、ＲＡＣ　今井明様、坂本篤様、鈴木宗太様）

本日はローターアクト委員会のキャンペーンに同行させていただきました。
　宜しくお願い申し上げます。（川崎とどろきＲＣ　髙島眞美 様）

クラブのローターアクト委員長として地区ローターアクト委員長のお伴で伺いました。
　宜しくお願い申し上げます。（川崎大師ＲＣ　牛山裕子 様）

◆

◆

◆

◆

◆

◆
◆

◆

伊藤秀司会員
　枡崎さん、先日は横浜東ロータリーでのメイク
　の際、お世話いただきありがとうございました。
　川崎マリーンは若干ガラの悪いＲＣですが御指
　導のほど宜しくお願い致します。

秦会員
　枡崎様、本日は卓話宜しくお願します。

松中会員
　ローターアクトの皆様ようこそ。
　楽しいひとときをお過ごしください。

御幡会員
　先日20周年下見に参加の皆様、有難うございま
　した。又、轟さんご馳走さまでした。

増田洋一会員
　先の話ですが、６月にミューザ21Ｆに移転が決
　まりました。

野口会員
鈴木会員

　枡崎地区ローターアクト委員長はじめ地区委員
　会の皆様、今井ロータークト地区代表はじめ各
　ローターアクトクラブの皆様、ようこそ川崎マ
　リーンＲＣへお越しくださいました。
　当クラブの例会をお楽しみください。

茶谷会員
　ローターアクトの皆様、いらっしゃいませ。

東日本大震災義援金　 3,000　円

　　　累計金額 　　 63,109　円

本日のニコニコ　　　30,000　円

　　　累計金額 　　600,500　円

　　　　　

本日の卓話

『ローターアクトに関はって』

｢寅さん・星の王子様｣ならぬ楽しい自己紹介に始まり、現在に至るまでの
ローターアクトとの関わりについてお話をしていただきました。
合同例会での会員倍増の所信表明エピソードでは明確な目標設定の大切さ
を痛感しました。又地区委員会活動の方針・取り組みなどについてもお話
をしていただきました。
ローターアクトとの関わりの中で奉仕や親睦活動を通して互いに成長して
行くこと。新世代の育成はロータリアンの使命でありローターアクトはロ
ータリアンの家族の一員であるというお考えなど、大変有意義なお話をし
ていただいた事に感謝いたします。
又、冒頭でローターアクト地区代表の今井明様から上半期の活動について
報告をしていただきました。

 　
国際ロータリー　第2590地区
　　ローターアクト委員長　  　

枡崎 一之　様　 

 　
ローターアクト
　 地区代表
（横浜南ＲＣ）
　 
 今井  明  様

 　
ローターアクトキャンペーン　 


	ページ 1
	ページ 2

