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副会長
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幹　事
望月幹仁
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小山宏明

会　長
鈴木慎二郎
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司会　小山　宏明 SAA
点鐘　鈴木慎二郎 会長
ロータリーソング

「四つのテスト」「我らの生業」
　
ソングリーダー  御幡幸男 会員

河口武生 　　　　　　出席報告

会長報告 鈴木慎二郎　会長 

　　　　　　
　　

　　　

　

今日の花

委員会報告

　

                                              出席副委員長

望月幹仁　幹事

＜花言葉＞
　　　悲しみは続かない

★ヒペリカム

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

35

33 20 60.61

32 28 87.50    4 2 93.75
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鈴木慎二郎　会長 ゲ ス ト

　 　　

ガバナー補佐

山本　浩司　様

      

 

1.例会変更のお知らせ
2.ロボット競技大会開催について
　8/26(日)9：30～18：30

■西尾　猛　親睦活動副委員長
　第１回親睦定例会の件

1.野口平和フェローカウンセラーへ感謝状
2.地区増強セミナーでの報告
3.理事会報告
  ・スカイツリー見学について
　・事務局ＰＣ運営について
　・ガバナー補佐候補者について

西尾　猛　親睦活動

　　　　　副委員長
特別ビジター紹介　　　　　

富津シティＲＣ　  会長　山口　稔　 様

 　　　　　　     幹事　石綿　竹一 様

川崎南ＲＣ　      会長　村田　眞一 様

 　　　　　　     幹事　北條　裕明 様

川崎幸ＲＣ　      会長　中川　潔　 様

 　　　　　　     幹事　原　　敏之 様

川崎大師ＲＣ　    会長　横山　俊夫 様

 　　　　　　     幹事　矢野　清久 様

川崎日吉ＲＣ　    会長　山田　紘充 様

 　　　　　　     幹事　吉留　嵩　 様

川崎中央ＲＣ　    会長　森川　友生男様

 　　　　　　     幹事　木村　教義 様

新川崎ＲＣ　      会長　手塚　文男 様

 　　　　　　     幹事　手川　英知 様

国際ロータリー　第２５９０地区

第１グループガバナー補佐

●川崎幸ＲＣ
　　7/27（金）創立40周年記念例会　
　　 　　　 場所　川崎日航ホテル
　　8/17（金）休会
    8/31（金）納涼夜間例会
●川崎南ＲＣ
　　7/31（火）夜間移動例会　場所　屋形船　長八丸
　　8/14（火）休会（定款細則により）
●川崎中央ＲＣ
　　7/16（月）休会祝日（海の日）
　　7/30（月）納涼夜間移動例会　場所　山手十番
　　8/13（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　川崎とどろきＲＣ 川崎中原ＲＣ
川崎中ＲＣ　川崎北ＲＣ　川崎南ＲＣ　新川崎ＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

　 　　      

 ありがとうございました。

ロータリー平和フェロー

マークフラニガンさん(９期生)

国際基督教大学修了により

野口カウンセラーに感謝状が

届きました。



理事・役員・委員長　退任挨拶
　　　　　

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 野口四郎　副幹事
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◆

◆

◆

◆

◆

◆

河口会員
　ガバナー補佐様、各ＲＣ会長・幹事の皆様、ようこそ
　いらっしゃいました。一年間宜しくお願い致します。

西尾会員
1.山本ガバナー補佐及び各クラブの会長・幹事の皆様、表敬
　訪問誠にありがとうございます。
2.本日第１回親睦定例会をシーハーズにて開催致しますので
　宜しくお願い致します。

山本会員
　先週、韓国で開催されている世界博覧会(万博)に行ってま
　いりました。

飯坂会員
　先日、茅ヶ崎にあるえぼしという鮮魚店にいってクジラの
　刺身を食べたら親子共々体調不良になり大変な思いをしま
　した。会長ごめんなさい。

鈴木会員
　ガバナー補佐、各クラブ会長・幹事の皆様、本日はようこ
　おいで下さいました。当クラブの例会をお楽しみ下さい。

望月会員
　表敬訪問ありがとうございます。

野口会員
　山本浩司第１ガバナー補佐様、富津シティＲＣ会長・幹事
　様はじめ第１グループ会長・幹事の皆様、今期も宜しくお
　願い致します。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

福嶋会員
1.富津シティ山口会長、昨日は貴クラブを訪問させてい
　ただき大変お世話になりました。
2.横山会長、一昨日の川崎市赤十字奉仕団団員研修会で
　の進行役大変ご苦労様でした。

島田会員
　矢野さん、森川さん、いらっしゃいませ。
　いつもお世話になっています。

秦会員
　理事・各委員長、今期ご苦労様です。
　鈴木年度を盛り上げて下さい。

伊藤秀司会員
　山本ガバナー補佐及び各ＲＣ会長・幹事の皆様、よう
　こそいらっしゃいました。
　ごゆっくりおくつろぎ下さい。

小山会員
　山本第１ガバナー補佐様、近隣クラブの会長・幹事の
　皆様、ようこそいらっしゃいました。

武藤会員
　各クラブの会長・幹事様、よくいらっしゃいました。

松中会員
　山本第１ガバナー補佐、各ＲＣ会長・幹事の皆様、よ
　うこそいらっしゃいました。
　ごゆっくりお過ごし下さい。

★
★

★

★

★

★

★

★

鈴木会長・望月幹事様はじめ川崎マリーンＲＣの会員の皆様、一年間宜しくお願い致します。（山本浩司ガバナー補佐）
2012-13年度富津シティＲＣ会長・幹事に就任しました。今年度も宜しく。友好クラブにご指導ご支援をお願い致します。

（富津シティＲＣ　会長　山口稔様、幹事　石綿竹一様）
本年度鈴木会長・望月幹事を祝し表敬訪問に参りました。マリーンクラブの皆様、一年間どうぞ宜しくお願い致します。

（川崎南ＲＣ　会長　村田眞一様、幹事　北條裕明様）
鈴木慎二郎会長をはじめとする川崎マリーンロータリークラブの皆様、表敬訪問に伺いました。今後のご発展とご活躍を

　心よりご祈念致します。又、川崎幸ロータリークラブは７月２７日(金)40周年記念式典を行います。御多忙のことと存じ
　ますが、ご出席のほど宜しくお願い致します。（川崎幸ＲＣ　会長　中川潔様、幹事　原敏之様）

新年度に当り、表敬訪問に参りました。川崎マリーンＲＣの益々のご発展と皆様のご健勝をお祈り致します。本年度
　も宜しくお願い致します。（川崎日吉ＲＣ　会長　山田紘充様、幹事　吉留嵩様）

鈴木会長、望月幹事、一年間お世話になります。宜しくお願い致します。
（川崎大師ＲＣ　会長　横山俊夫様、幹事　矢野清久様）

マリーンロータリーの皆様、いつも大変お世話になります。本日は表敬訪問をさせていただきに参りました。
　今年度、宜しくお願い申し上げます。（川崎中央ＲＣ　会長　森川友生男様、幹事　木村教義様）

表敬訪問に参りました。鈴木年度の出発を心よりお祝い申し上げます。今後共宜しくお願い致します。
（新川崎ＲＣ　会長　手塚文男様、幹事　天川英知様）

東日本大震災義援金　 3,000　円

　　　累計金額 　　　6,000　円

本日のニコニコ　　　86,000　円

　　　累計金額  　 117,000　円

表敬訪問にお越し下さいました

山本ガバナー補佐様、富津シティＲＣ
川崎南ＲＣ、川崎幸ＲＣ、川崎大師ＲＣ
川崎日吉ＲＣ、川崎中央ＲＣ、新川崎ＲＣ
会長・幹事の皆様 ありがとうございました。
今後共どうぞ宜しくお願い致します。

理事・役員・委員長　就任挨拶

西尾　猛　

職業奉仕　

河口武生

新世代奉仕　

宮本欣淳

Ｒ 情 報　

 安本好勝

米山奨学事業　

松中秀司

社会奉仕　

内田秀彰

ｸﾗﾌﾞ会報　

武藤泰基
広報・雑誌

　 記録

福嶋安行

友好ｸﾗﾌﾞ　

御幡幸男

会　　計　

三野公一

国際奉仕　

島田精二

会員選考　

山本栄次

Ｒ 財 団　

小山宏明

Ｓ Ａ Ａ　

皆様、一年間御協力のほど
　宜しくお願い致します。

クラブ会報委員会　内田秀彰委員長
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