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    Sakuji Tanaka

       田中 作次

副会長
茶谷龍太

幹　事
望月幹仁

ＳＡＡ
小山宏明

会　長
鈴木慎二郎

★
★
★

司会　小山　宏明 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  増田敏雄 会員

森野知良 　　　　　　出席報告

会長報告 鈴木慎二郎　会長 

 露木ガバナー
 松中会員
 山本ガバナー補佐

(左より)

　　　　　　
　

　

　

今日の花　

                                              出席委員長

望月幹仁　幹事

＜花言葉＞
　　　　　　　
　　追憶、君をわすれない

★シオン

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 25 75.76

33 33 90.91    3 0 90.91
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1.例会変更のお知らせ　　　　　　　　　　　

1.ロータリー一口メモ
 「ＲＯＴＥＸについて」
　ロータリー青少年交換プログラムを終了し
　た者によって構成されている組織で海外か
　らの留学生や派遣予定の学生や派遣中の学
　生のケアを行っている。
　詳細について 
2.国際親善奨学金（未来の夢計画）
　奨学生募集
3.9/22(土)米山学友会
　孫さん、秦会員、安本会員出席します。
4.9/23(日)学童野球の件
5.9/25(火)職業奉仕委員長会議
　西尾会員出席します。

http://www.rotary.org/

増田洋一 親睦活動委員ビジター紹介　　　　　

なし

国際ロータリー　第2590地区

第一グループ

ガバナー補佐  山本 浩司　様

国際ロータリー　第2590地区

ガバナー　    露木雄二　様

なし

＊週報を送ってくださったＲＣ

なし

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

今後の予定

◎

◎

◎

 9月27日(木) 松中秀司 社会奉仕委員長 担当
　　　　　　　「危機管理対策を考える」
　　　　　　　 川崎警察署 警備課長 森田 俊義　様
10月 4日(木) 島田精二 地区米山学友委員長 担当

　　　　　　　「米山月間卓話」
　　　　　　　 米山学友　バスネット エソダ　様
10月11日(木)「クラブ国際奉仕について」

　　　　　　　 三野 公一 国際奉仕委員長

　　　委員会報告
■

■

■

■

■

野口四郎　会員
  先日の葬儀に際してご配慮を賜り厚く御礼
　申し上げます。

山本栄次　ロータリー財団委員長
　韓国パストガバナー、ガバナーエレクトと
　バナー交換しました。写真回覧いたします。

安本好勝　米山奨学事業委員長
　10月は米山月間となります。
　ご寄付のご協力お願い申し上げます。

小山宏明　新世代奉仕副委員長
　川崎マリーンＲＣ杯争奪 学童野球大会
  9/23(日)開会式　川崎小学校にて8時～

武藤泰基　会員
　松中会員が栄誉ある賞をいただきます。

鈴木慎二郎　会長 特別ビジター

露木ガバナーより
記念としてバッチ

をいただきました。



　　　　　

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 野口四郎　副幹事

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

伊藤秀司会員
　露木ガバナー、本日はようこそ川崎マリーンＲ
　Ｃにいらっしゃいました。
　宜しく御指導のほどお願い致します。

佐藤会員
1.露木ガバナーようこそおいでいただきました。
　御指導のほど宜しくお願い致します。
2.ウチの白い彼岸花が今朝ようやく芽を出しまし
　た。｢ホッ｣としています。　

増田敏雄会員
1.露木ガバナー、本日は宜しくお願い致します。
2.望月師範開催のパームスプリングスゴルフ道場
　に参加して来ました。猛暑の中、３日で4.5ラ
　ウンド～命からがらなんとか生きて帰って来ま
　した。

武藤会員
　中国人は大変ですね。

鈴木会員
　露木ガバナーようこそおいで頂きました。本日
　の公式訪問宜しく御指導お願い申し上げます。

望月会員
　露木ガバナー、山本ガバナー補佐本日は宜しく
　お願い致します。

野口会員
　露木ガバナー、山本ガバナー補佐本日はようこ
　そお越し下さいました。
　宜しく御指導をお願い致します。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

島田会員
　国際ロータリー第2590地区ガバナー露木雄二様
　我が川崎マリーンＲＣへいらっしゃいませ。
　本日は、宜しくお願い致します。
　9月9日の米山夏季レクリエーションには休日に
　も関わらずご参加いただき有難うございました。

松中会員
　露木ガバナー、山本ガバナー補佐ようこそ。
　御指導のほど宜しくお願いします。
　来週の例会は「危機管理対策」の卓話です。
　宜しくお聞きください。

秦会員
　露木ガバナー暑い中ご苦労さまです。
　宜しくお願いします。

森野会員
　露木ガバナー、山本ガバナー補佐本日はようこ
　そいらっしゃいませ。
　ごゆっくりして下さいませ。

山本会員
　露木ガバナー、本日は御指導宜しくお願い致し
　ます。

小山会員
　露木ガバナー様、本日はようこそ公式訪問にお
　越し頂きましてありがとうございます。
　御指導のほど宜しくお願い申し上げます。

河口会員
　露木ガバナー、本日はようこそいらっしゃいま
　した。宜しくお願い致します。

★

★

本日は公式訪問の為に参りました。
　一年間宜しくお願い申し上げます。
　（国際ロータリー2590地区　ガバナー　露木雄二　様）

本日は露木ガバナーの公式訪問に参りました。鈴木会長、
　望月幹事を始め川崎マリーンＲＣ様のご協力を感謝申し
　上げます。
（国際ロータリー2590地区　ガバナー補佐　山本浩司　様）

東日本大震災義援金　 4,000　円

　　　累計金額 　　 33,000　円

本日のニコニコ　　　29,000　円

　　　累計金額  　 304,500　円

本日の卓話

クラブ会報委員会　河口武生委員

露木 雄二 ガバナー公式訪問

ガバナー公式訪問　記念寄付

　　・ロータリー財団

　　・米山奨学会

へ贈呈致しました。

国際ロータリー  第2590地区

ガバナー　露木 雄二 様
　　　
｢RIテーマ｣｢地区方針･目標｣｢女性会員について｣｢今後の活動
概要｣｢クラブ活性化のヒント｣｢良きロータリアンになる為に｣
などパワーポイントを使ってご説明いただきました。
今年度の活動であるロータリー検定、新会員研修、フェイス
ブックによる情報発信やSKYPEによる中継会議など､多岐にわ
たる取組みについて大変興味深く聞かせていただきました。
又、田中作次RI会長のメッセージやサンディエゴ行われた国
際協議会の模様など貴重な映像を拝見させていただきました。
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