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川 崎 マリ ーン  ロ ータ リ  ーク ラ  ブ
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例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)
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2018～19年度 ＲＩテーマ

副会長
内田秀彰

幹事
林 伸彦

会長 
三野公一

2018-2019年度 RI会長
バリー・ラシン

TO BE INSPIRATION

★司会　御幡幸男 副SAA
点鐘　三野公一 会長★
ロータリーソング★

「君が代」「奉仕の理想」
 ソングリーダー　瀧口幹子 会員

〇ありません
　

1. 3 / 1 8（月）会長エレクトセミナーを開催いたします。�
�福嶋会長エレクトのご出席宜しくお願いいたします。

■小山宏明　次年度地区大会委員長
　 地区大会組織編制へのご協力のお願い

■山﨑美津夫
　　　　 親睦活動担当委員
　 
   3月のお誕生会

1.例会変更のお知らせ
2.川崎大師ＲＣより例会のお誘い
　 3月13日（水）坂本龍馬の妻(おりょうさん)ゆかりの老
 舗料亭「田中家」五代目女将 平塚あけみ様 をお迎
 えして「横浜今昔物語」と題した卓話を行います。
　 出席をご希望の方は事務局まで連絡してください。
3.3月31日（日）「地区研修協議会」ご出席のお願い
　 本日ご出欠票を回覧致します。
 ご協力のほどよろしくお願い致します。
4.再来年度のガバナー補佐に関するアンケートを配
 布致しました。期日までに林幹事又は事務局に提
 出のほどよろしくお願いいたします。
5.ファイヤーサイドミーティングのご案内
　Ａ：4月1日（月）とんかつ和富 18：30　
　Ｂ：4月3日（水）シーハーズ　  18：30　
　地区大会を成功させるためにどうしたらよいか！
　皆さんと考えたいと思います。
　お忙しいとは思いますがご出席をお願い致します。
6.本日は理事会を開催いたします。

◎3月14日（木）  私の初心と川崎の新たな時代への決意

　　　　　　　　　　  川崎市議会議員　本間賢次郎氏

◎3月21日（木）  休会（祝日 春分の日）

◎3月28日（木）  ロータリー平和フェロー卓話
　　　　　　　　 ロータリー平和フェロー
　　　　　　　 エリザベス キャサリン ガマラ様

〇新川崎ＲＣ
　　　　

　　

　　

■松中秀司 雑誌担当員
・雑誌「ロータリーの友」vol.67 No.3 掲載記事紹介
【横ページ】　
　p.3  RI会長メッセージ
　p.19  成長の将来図　
　 マーク・ダニエル・マローニー ＲＩ会長エレクト
　p.24 2019国際協議会　
 第2590地区 轟　淳次ガバナーエレクト
　ｐ.37 心揺さぶられた公式訪問と地区大会
　　　 第2590金子　大ガバナー
　ｐ.47 エバンストン便り
【縦ページ】
　ｐ.4 地球の明日を考える　水のSDGｓ
 広島大学名誉教授　安藤 忠男氏
　

・雑誌「マンスリーレター No.3」
  p.8 クラブのキラリ　自然教室「だいし水辺の楽校」の
 お手伝い等で地域と共に　
 河口武生奉仕プロジェクト委員長
　ｐ.11 インフォメーション
 新会員紹介　瀧口幹子会員

　※朝日新聞特集「SDGsで変える」企業トップが語る
　　　　　　　　　　　　　　 　冊子ご希望の方は事務局にて承ります

 　 

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

今 後 の 予 定

委 員 会 報 告 

ビ ジ タ ー 紹 介 茶谷龍太
親睦活動担当員

会員数

(敬称略)

本　日

前々回

前々回
メーク
アップ

出席率
該当者

出席者 欠席者 出席率
メーク
アップ

ホームクラブ

出席率

前回修正

　出　席　報　告 小峰則明
出席担当委員

35

35

32 24 75.00

33 28 84.85   1

   8
   5 87.88

会　長　報　告 三野公一 会長

　　　　ゲ  ス  ト  紹  介 三野公一 会長 

〇ありません

　　　　

〇ありません

林　伸彦　幹事幹　事　報　告

安本好勝

３月のお誕生会

 

飯坂会員
西尾会員
佐藤会員
福嶋会員
中條会員
  



ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 増田敏雄　副幹事

　　

クラブ会報担当：増田敏雄委員長

◆野口会員

　 瀧口さん、小峰さん、伊藤(恒)さん、１０分ではたりませんね。

 楽しみです。

◆山本会員

  ３月２日妻の誕生日に素晴らしい花（蘭）が届きました。

 大変ありがとうございます。本人も大変喜んでおりました。

◆小枝会員

 本日の卓話伊藤(恒)さん、小峰さん、瀧口さん、宜しくお願

  いし ます。特に瀧口さん、楽しみにしています。

◆安本会員

 伊藤(恒)さん、瀧口さん、小峰さん、今日の卓話楽しみに

 し てい ます。

◆小山会員

 瀧口さん、小峰さん、伊藤(恒)さん、本日の卓話楽しみで

 す。

◆秦会員

　 今日は瀧口会員、伊藤(恒)会員、小峰会員の卓話です。

 期待しています。 

◆島田会員

 瀧口さん、小峰さん、伊藤(恒)さん、今日の卓話楽しみに

 し ています。

◆福嶋会員

　 伊藤(恒)さん、小峰さん、瀧口さん、卓話楽しみにしており

 ま す。

◆轟会員

 本日の卓話者の皆様（瀧口さん・小峰さん・伊藤(恒)さん）

　 よろ し く。楽しみにしています。

◆中條会員

 本日は瀧口様、小峰様、伊藤(恒)様、卓話宜しくお願い致

 しま す。

◆鈴木会員

　 昨日は第４、５北・南合同のＩＭに行ってきました。

 清水アキラのショーも大変楽しかったです。

 下の娘もメキシコから日焼けして帰ってきました。

◆増田(敏)会員

  1.瀧口さん、小峰さん、伊藤(恒)さん、本日の卓話楽しみに

 し ています。

　2.小山さん、昨日はおいしいお昼をごちそうさまでした。

      轟さん昨夜はごちそうさまでした。日頃の行いが良いせ

  　いか大変恵まれて感謝です。

本 日 の 卓 話 『会員卓話』 

　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　  

瀧口　幹子 会員

小峰　則明 会員

伊藤　恒満 会員

本日のニコニコ　　  15,000円

　　　累計金額 　  631,500円

ロータリー平和フェローシップ

【申請書受付開始】
ロータリー平和フェローシップの申請書の受付が開始され
ました。毎年、最高 100 人が、世界審査を経て、平和フェ
ローとして選ばれます。フェローは、世界 7 つの大学にあ
るロータリー平和センターのいずれかで、平和と紛争研究
の修士号または専門能力開発修了証のいずれかを取得し
ます。これまでに 100 カ国以上から 1200 人を超えるフェ
ローが平和センターを卒業
しました。　候補者を見つけ
ることができるよう国際的な
イベントなどで、 皆さまから
のお声がけをお願い申し上
げます。ロータリー平和フェ
ローシップは、奨学金を通
じて、理論と実地の両面で
研修を提供し、平和構築の
分野における専門家のネッ
トワークを築いています。
詳細はこちら候補者には
「ロータリー平和フェローの
申請について」をご案内ください。

【候補者の推薦と申請書の提出】
申請の流れや手続きについては、「ロータリアンの役割」お
よび「ロータリー平和センタープログラム ロータリアンのた
めの手引き（PDF）」をご参照ください。地元のロータリー地
区のリンク画面から、地区ロータリー平和フェローシップ小
委員会委員長または地区財団委員長に、候補者から直接
メールを送ることができます。
“District Endorsement for the 2020 Rotary Peace”という
メールが届いた場合は、放置せず、候補者に連絡を取っ
ていただくようお願いします。受け取った地区で推薦でき
ない場合はロータリアンの役割にある「候補者をロータリー
財団に紹介する」から候補者の情報をお送りください。
地区が推薦する場合は、候補者をロータリー財団に紹介
する手続きは不要です。
候補者が地区に申請書を提出する締め切り
：5 月 31 日。
地区がロータリー財団に推薦書式を提出する締め切り
：7 月 1 日(語学テストの提出締め切りも 7 月 1 日となりました！）

■財団室ＮＥＷＳ 3月号


