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＊近隣ＲＣからのお知らせ
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ROTARY SERVING HUMANITY
人類に奉仕するロータリー

1.例会変更のお知らせ
2.11/23(水)「ﾏﾘｰﾝjﾝＲＣ杯争奪秋季野球大会開会式」
時間：8時～場所：市民広場（富士見公園右側ｸﾞﾗﾝﾄﾞ）
3.11/27(日)決勝戦・閉会式
時間:13時頃～決勝戦、 14時頃～閉会式
場所：宮前小学校
4.本日、理事会があります

ありません

ビジター紹介

2016～2017年度
ＲＩテーマ

ＳＡＡ
茶谷龍太

場所：ｿｼｱ 望月委員長参加

卓話「地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ申請と
有効活用について」
安本好勝

1116

7.4/21(水)～26(金) 第55回ロータリアン展参加者募集
出品は、絵画、写真、書画、彫刻、焼き物など
8.その他
11/14(月)とどろきRC創立20周年記念に参加しました。

国際ロータリー 第2590地区
ロータリー財団 Ｒ財団補助金委員会
地区補助金委員長
小山宏明 様（川崎マリーンＲＣ）

ゲ ス ト

No.17

6.1/24(木) 雑誌委員長会議 15～17時

★司会 茶谷龍太 SAA
★点鐘 安本好勝 会長
★ロータリーソング
「我らの生業」「四つのテスト」
ソングリーダー 中條藝立 会員

スピーカー紹介

VOL.24

前回修正
ホームクラブ
欠席者 出席率 メーク
アップ 出席率

35 32 25 7 78.13
35 32 22 10 68.75 3 78.13
中條藝立・御幡幸男・増田洋一
(敬称略)

●川崎とどろきＲＣ
11/21（月）休会
12/12（月）年忘れ家族会 ホテル精養軒
12/19（月）通常例会→休会
12/26（月）休会→通常例会 納会
●川崎中ＲＣ
11/22（火）休会
12/13（火）年忘れ家族会 ホテル精養軒
12/27（火）休会
●川崎西ＲＣ
12/23（金）祝日休会
12/30（金）定款休会

＊週報を送ってくださったＲＣ
あ り ませ ん

今後の予定

◎ 11月24日(木) 「社会奉仕委員長卓話」
西尾 猛社会奉仕委員長
会長報告 安本好勝 会長
鈴木慎二郎会員
◎
12月
1日(木)
「年次総会」
1.11(金)、12(土)地区大会へご参加ありがとうござい
ました。１日目には、増田敏雄会員より、青少年奉 ◎ 12月 8日(木) 「国際奉仕委員長卓話」
野口四郎国際奉仕委員長
仕活動について、スピーチと動画で紹介していた
だきました。動画は短い中で、一目で伝わるように
纏められ、大変素晴らしかったです。
委員会報告
ご尽力いただき有難うございました。
■御幡幸男親睦活動委員長
11月のお誕生会
2.2/11(日)ﾛｰﾀﾘｰﾁｬﾘﾃｨﾏﾗｿﾝ参加者募集
11月お誕生会
※参加する方は各自でお申込みください。
3.2019-20年度ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ候補者推薦依頼の件
伊藤恒満会員 11月 1日
4.ＲＹＬＡ参加者募集・参加者推薦のお願い
増田敏雄会員 11月 4日
2/18(土)～19(日)「自立」をテーマに中西哲生氏
安本好勝会員 11月30日
による基調講演及び各ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開催。
参加者の推薦をお願い致します。
5.11/23(水)・祝「ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会ﾊﾟｰﾄ2」
Happy
場所：聖光学院 受付：9時～ 研修：9：30～17：30
Birthday!
参加ﾒﾝﾊﾞｰ：鈴木会員、増田敏雄会員、小枝幹事

本日の卓話

演題『地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ申請と有効活用について』
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国際ﾛｰﾀﾘｰ 第2590地区

ロータリー財団
Ｒ財団補助金委員会
地区補助金委員長

小山 宏明

様

※卓話資料（別紙全5ページ）

地区大会パネル展示
←地区ﾛｰﾀﾘｰ財団

5

(資料作成：鈴木慎二郎会員)

↓川崎ﾏﾘｰﾝRC「ｸﾗﾌﾞ奉仕活動」
写真・モニター映像
（資料作成：増田敏雄会員）
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ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ

宮本欣淳

副会長

★本日は卓話にお招き頂きありがとうございます。今月は財団月間

本日の災害義援金
累計金額

4,000 円
16,006 円

本日のニコニコ

28,000 円

です。地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ申請と有効活用についてお話をさせて
累計金額 381,566 円
頂きますので宜しくお願い致します。
◆中條会員
◆野口会員
本日、 小山様の卓話楽しみにしております。
本年度は、四国八十八カ所逆打ちﾊﾞｰｼﾞｮﾝお遍
路 さん 満願達成でき、高尾山にもお礼参り出来ま ◆鈴木会員
轟さん、増田さん、昨日はお世話にになりました。
し た。
冷 たい 米の汁を飲み過ぎたのか、今朝久々に頭が
◆御幡会員
痛 かったです。
四国八十八カ所巡礼を達成しました。合掌
小山Ｒ財団補助金委員会地区補助金委員長、本日
◆麦島会員
の卓 話勉強させていただきます。
しばらくぶりです。また宜しくお願い致します。
◆森野会員
◆増田会員
市役所通りは銀杏くさいですが、イチョウの黄葉がき
1. 鈴木慎二郎さん、税務署長表彰おめでとうござい
れい です。
ま す。昨夜はお疲れ様でした。
2. 轟さん、昨夜はご馳走様でした。たっぷり美味しく ◆内田会員
昨日は、パンチがお世話になり、有難うございました。
頂き、すっかり酩酊致しました。
◆増田洋一会員
3. 小山さん、本日の卓話楽しみにしています。
復興支援の一環で先月から福島のリフォーム会社の
◆轟会員
経営 を担っています。
鈴木会員、増田敏雄会員、地区大会のご活躍に
◆安本会員
感謝い たします。御苦労様でした。
1.地区大会のご参加の皆様、ご苦労さまです。
◆武藤会員
2.ロータリー財団補助金委員会地区補助金委員長、
小山さん、本日の卓話楽しみにしています。
小山宏明様、本日は宜しくお願い致します。
◆河口会員
◆小枝会員
小山地区補助金委員長、本日の卓話宜しくお願
小山地区補助金委員長、今日は宜しくお願い致しま
い致し ます。分かりやすくお願いします。
す。
クラブ会報担当：伊藤秀司 委員長

