
★司会　茶谷龍太 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　増田敏雄 会員

●川崎西ＲＣ
   1/  4（金）休会
●川崎南ＲＣ
 1/  1（火） 祝日休会
 1/  8（火）４クラブ合同例会　川崎日航ホテル
 1/29 (火）夜間移動例会横浜ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ
 2/  5（火）ＩＭに振替
 2/26（火）休会　理事会の裁量により
　　　　　　 ※1/8、1/29、2/5ﾒｰｸｱｯﾌﾟﾃﾞｽｸございます
【例会お誘い】
●川崎大師ＲＣ　点鐘 12：30
   12/12（水）「ラグビーのワールドカップとは」
　　　　　　　　　ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｱﾄﾞﾊﾞｲ ｻﾞｰ                                                               
      　  真下　昇氏
    1/16（水）「科学を楽しく－光触媒を例にして」
　　　　　　       2017文化勲章  2018川崎市名誉市民
　　　　　　　　　藤嶋　昭氏

◎12月13日（木）「会員卓話」
         　　  　　　　　　　　　鈴木会員・轟会員・福嶋会員
◎12月20日（木）「クリスマス家族会」
  受付：17：30　点鐘18：00
　　　　　　　　　　　場所：クラシカベイリゾート
◎12月27日（木）休会（定款細則による）

〇ありません

　　　　

　　

　　

■松中秀司 ロータリー雑誌担当委員
　  ロータリーの友掲載記事（裏面にて）
■福嶋安行会員
　 稲毛神社節分祭のご案内
■山﨑美津夫
　 　　親睦活動担当委員
　 12月お誕生会   

　 　

　　

1. 11月19日、神戸で開催された
 「ロータリー研究会」の表彰セレ
 モニーの中で「ロータリーカー
 ドベストクラブ賞」 を当クラブが
 いただきました。
 第2ゾーンで２年連続１位での
 表彰となりました。
2. 同日、3クラブ合同親睦夜間例
 会開催されました。
 カラオケ対抗戦では福嶋会員と中條会員にクラブを代表し
 て頑張っていただき優勝することができました。
 審査員長の奥山ガバナー補佐からは総評に加え次年度
 ガバナーの輩出に際してエールを賜りました。
3.12/ 9 (日)米山奨学生・学友年末パーティーを開催いたし
 ます。時間18：00～20：30　会場 キャメロットジャパンにて
 安本カウンセラー、轟ガバナーエレクト、島田米山学友委
 員、増田(敏)米山学友委員にご出席いただきます。
　 宜しくお願い申し上げます。
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例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)

　　　 TEL.044-222-4416

事務局   〒210-0004 川崎市川崎区大島1-26-13-1F

　　　  TEL.044-200-9249 FAX.044-200-9252

U R L   :http://kawasakimarine-rc.com/

E-mail :marin-rc@eagle.ocn.ne.jp

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

＊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 ①

ビ ジ タ ー 紹 介 山﨑美津夫
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

34

34

32 24 75.00

32 29 90.63   1

   8

   3 93.75

会　長　報　告 三野公一 会長

　　　　ゲ  ス  ト  紹  介 三野公一 会長 

鈴木慎二郎

〇ありません

林　伸彦　幹事幹　事　報　告

　　　　
〇ありません

1.例会変更のお知らせ
2.11/24(土)水辺の楽校が開催され山﨑会員にご出席いた
 だきました。
3. 11/25.12/2学童野球秋季大会が開催され、お忙しい中
 多くの方にご出席いただきました。
　・優勝：浅田１・２丁目子ども会野球部（３連覇） 
　・準優勝：日進町少年野球チーム
　・第３位：貝塚野球部
4.  11/25(日)ロータリーリーダーシップ研修会パート③が開
 催され、林会員・福嶋会員・齋藤会員がご出席いただき
 ました。

5. 来年1/8(火)、新春４クラブ合同例会を開催します。
　 本日、出欠回覧いたしますのでチェックをお願い致します。
6. 来年1/24(木)富津シティＲＣとの合同大師参拝夜間例会
 を開催します。
 概要としては、15：15集合⇒16：00御護摩炊き
  ⇒夜間例会（川崎ｷﾝｸﾞｽｶｲﾌﾛﾝﾄ東急ﾚｲﾎﾃﾙにて）
　 本日、御護摩申込書を回覧しますので、ご注文する方、
 ご記入をお願い致します。
7.本日は理事会開催します。

１２月のお誕生会

 

山本会員

麦島会員

  



ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 内田秀彰　副会長

　　

クラブ会報担当：増田敏雄委員長

写真：山﨑会員

◆  福嶋会員
　 三野年度の折り返し地点になりましたね。
 残す半年を健 康に留意して頑張ってください。
 先の３クラブ夜間合同例会では、皆様の応援をいただき
 カラオケ大会で優勝できました。
 有難うございました。
◆宮本会員
 お世話になります。
◆野口会員
　 ご無沙汰しております。
 本日もよろしくお願いいたします。
◆御幡会員
　 例会久しぶりですね。
 明日から社員旅行で台湾にいきま す。
 何かあったら野口 さん、会社よろしく。
◆小山会員
   本日の年次総会宜しくお願い致します。
◆鈴木会員
　 年次総会おめでとうございます。
 素晴らしい年度となりま す事をお祈りしております。
◆秦会員
 今日は年次総会ですね。年が経つのは早いものです。
◆山本会員
 島田様、大型工事の受注大変におめでとうございます。
◆小枝会員
 久しぶりの例会に出席させていただき、なんだかフレッ
 シュな気分です。
◆轟会員
　 １. 皆様お久しぶりですね。
 2.年次総会よろしく。
　 3.年度スタートあと7ケ月、日々会議会議と追いかけられ
  　て  います。
◆増田(洋)会員
 2週間風邪がなおりません。
◆山﨑会員
 みなさんお久しぶりです。
◆河口会員
 本日の年次総会宜しくお願い致します。
◆三野会員
 尿管結石で手術しました。12/14よりまた手術です。
 とてもつらいです。皆様、お元気で。

本 日 の 卓 話

本日のニコニコ　　 35,000円

　　　　（賞金　 �30,000円）

　　　累計金額 　 468,000円

　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　  

会長エレクト

副会長・クラブ管理運営

山﨑美津夫会員

幹事

河口　武生会員

奉仕プロジェクト

小枝　義夫会員

会計

円谷　瑛子会員

会場監督（SAA）

望月　幹仁会員

『年次総会』 

冬を迎える多摩川の観察、⼲潟や原っぱでの⽣きもの探
しを⾏いました。年内最後の⼲潟観察会です。
河原の原っぱも⼲潟の⽣き物達も冬⽀度が始まりました。
ハマダイコンをみつけたり、岩の下や流⽊の下に⽳を掘
り隠れているカニを観察しました。
             だいし⽔辺の楽校活動記録より

11月24日(土)だいし水辺の楽校
「自然観察会」

委 員 会 報 告 ②
〇雑誌「ロータリーの友」vol.1２ 読みどころ紹介
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松中秀司 雑誌担当委員　
　【横ページ】　
　p.3 RI会長メッセージ
　p.7 特集知的好奇心に火をつけろ　子どもサイエンス実習

　【縦ページ】
　p.73 新しい人生と寿命を延ばす方法

 　～「ロータリーの友」をご覧になってください～ 


