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★ロータリーソング
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ソングリーダー 中條藝立 会員

創⽴26周年記念例会

ゲ ス ト 紹 介

三野公一 会長

〇ロータリー米山奨学生
アナック アグン ケント アリットさん

幹事
林 伸彦

副会長
内田秀彰

②3/3第49回ローターアクト地区大会を開催いたします。
三野会長、河口会員、齋藤会員が出席致します。
③本日理事会を開催いたします。
④事務局休暇振替のお願い
2月25日（月）通常お休み
⇒26日（火）に振替えお願いします。

幹

事

報

告

林 伸彦 幹事

1.例会変更のお知らせ
2.本日は理事会を開催いたします。
地区補助金プロジェクトの募集についてございましたら
個別に対応いたしますので宜しくお願いいたします。

米山奨学金授与（右:安本ｶｳﾝｾﾗｰ）

ビ ジ タ ー 紹 介

伊藤秀司
親睦活動担当員

〇古家 豊 様（横浜本牧ＲＣ）

出

席

報

会員数 出席率 出席者
該当者
本

日

前々回

35 33 30
34 31 29

告

会

＊ 週報を 送って くださ っ たＲ Ｃ
〇ありません
小峰則明
出席担当委員

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

3 90.91
2 93.55 0 93.55

前々回
メーク
アップ

(敬称略)

長

報

告

＊近隣ＲＣからのお知らせ
〇ありません

三野公一 会長

1.2/5 IMﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ川崎鷺沼ＲＣ御礼状が届いております。
2.2021-22年度ガバナーノミニー・デジグネートに
横浜ＲＣ 小倉 正氏に確定いたしました。
宜しくお願い申し上げます
3.2019-20年度地区研修協議会部門別協議会のリーダー
及びサブリーダーに次の方々がご委嘱いたしましたの
でご報告申し上げます。
◎会長部門リーダー
轟 淳 次会員
◎サブリーダー
小山 宏明会員
◎幹事部門リーダー
鈴木慎二郎会員
4.ロータリー手帳販売のご案内を回覧致しますので、必
要な方はお申込みください。
５月下旬に出来上がり予定。
5.その他
①2月10日（日）少年学童野球総会に小山会員に参加
いただきました。

今 後 の 予 定
◎2月21日（木） 会員卓話 河口会員・轟会員
◎2月28日（木） 会員卓話
小山会員・小枝会員・伊藤(秀)会員
◎3月 7日（木） 会員卓話
瀧口会員・小峰会員・伊藤(恒)

委 員 会 報 告
■山﨑美津夫
親睦活動担当委員

２月のお誕生会

2月のお誕生会
御幡会員
髙橋会員
松中会員

■松中秀司 雑誌担当員
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内田秀彰

副会長

◆お世話様です。本日はお世話になります。
（横浜本牧ＲＣ 古家 豊 様）
◆伊藤(秀)会員
ご無沙汰してます。この一年間１日１２時間労働、休みなし
で働いてました。今日から復活です。
◆福嶋会員
毎日が長く感じる日が続いております。今日は皆さんとお会
いできて嬉しいです。皆さんには大変ご迷惑をかけておりま
す。頑張っておりますのでよろしく。
◆島田会員
山本さん、今日の卓話を大変楽しみにしております。
（元気な様子で安心しております）
◆秦会員
26周年の例会です。時の過ぎるのは早いものですね。
今日は山本会員の卓話です。いろいろとマリーンの歴史が
出て来ることでしょう。楽しみです。
◆増田(敏)会員
本日創立26周年記念例会ですね。山本栄次様、記念卓話
楽しみに拝聴させていただきます。
◆野口会員
1.山本さん、楽しみにお待ちしておりました。今日という日。
2.伊藤秀司さん、3月28日の例会通訳を気持ちよく引き受け
てくれてくださり、感謝してます。
◆山本会員
入会させていただき早26年になりました。
本日の卓話久しぶりにてお聞きづらいと思いますが宜しく
お願い致します
◆小山会員
創立26周年、おめでとうございます。
山本会員、本日の卓話宜しくお願い致します。
◆中條会員
マリーン創立26周年おめでとうございます。
本日は山本栄次様の卓話楽しみにしております。
◆山﨑会員
26周年おめでとうございます。私も本日結婚記念日です。
山本さんの卓話楽しみにしています。
◆安本
本日のお話楽しみにしています。
◆齋藤会員
本日は26周年記念とバレンタインですね。誠におめでとうご
ざいます。山本会員の卓話楽しみにしております。
◆河口会員
山本さん、本日の卓話楽しみです。宜しくお願いします。
◆轟会員
1.横浜本牧ＲＣ古家様ようこそ。
2.本日ソシア21にて次年度ガバナー補佐研修会に参加の
為、早めに退席の予定です。
◆鈴木会員
昨日は新川崎・幸クラブの例会で、エド山口トークショーを
見ました。久しぶりに何も考えず大笑いしました。
◆麦島会員
あまり出席できずすみません。
山本さん、宜しくお願い致します。
◆松中会員
内田さん、先日はお世話になりました。
途中退席し失礼いたします。
◆小枝会員
女房の看病をして発熱しましてヘロヘロです。
皆さん、体には注意しましょう。
◆増田(洋)会員
明日から、来期一泊予算会議です。
◆内田会員
山本さん、本日の卓話宜しくお願いします。

本日のニコニコ
累計金額

本 日 の 卓 話
『創立26周年記念卓話』 山本栄次 会員
1993年2月19日､創立総会にて総勢
52名マリーンクラブが誕生しました。
当時､指導者には奥秋特別代表、
大竹初代会長でスタートしました。
同年､5月15日認証伝達式が行われ
RIでは2052番、日本で259番、
2590地区52番目に認証されました。
マリーンの大竹初代会長につい
ては、現在半数以上の方はご存じな
いと思いますが､一言で表現するならば「厳しさの中に男気
のある」 クラブをリードしていくような存在感がある方だった
そうです。また、ロータリアンになって良かったことについて
も伺いました｡ロータリーの役職に就いてからはロータリアン
としての資質を高めようと自己研鑽を積むことで､ 新しい自
分に気づかされることがあった。 ですから、皆さんにもロー
タリーの活動を通じ､自分なりのロータリーライフを満喫して
いただきたい。とお話をしてくださいました。
さらに先日、お財布を落としてあきらめていたところ、拾っ
て下さった方が､ロータリーの名刺を見て奉仕活動をしてい
る方と認識してくれて、会社までわざわざ届けてくれたそう
です｡ロータリーの名称は知っていても、 何をしているのか
は知らない人が多いなか、ロータリー活動に理解がある方
に偶然拾っていただき、お財布も元通りに返ってきたことが
とても嬉しい出来事でした。とお話をしてくださいました。
（文責：増田敏雄会員）

2月7日(木)「新会員歓迎会」
当クラブに入会された瀧口さんの歓迎会をシーハーズ
で開催し、和やかな楽しい歓迎会となりました。
これから末永いお付き合いをよろしくお願い致します。

37,500円
572,000円

クラブ会報担当：増田敏雄委員長

