
★司会　齋藤保則 副SAA
点鐘　三野公一 会長★
ロータリーソング★

「それでこそロータリー」
 ソングリーダー　中條藝立 会員

●川崎とどろきＲＣ
 11/19（月）休会
 11/26（月）夜間例会精養軒　点鐘18：30
 12/10（月）年忘れ家族会 新横浜国際ホテル
 12/24（月）休会
 12/31（月）休会
●川崎中ＲＣ
 11/13（火）、11/10（土）地区大会に振替の為、
 例会はございません
 12/11（火）年忘れ家族会　新横浜国際ホテル
  12/18（火）休会
●川崎幸ＲＣ
  11/9  （金）11/10（土）地区大会に振替　移動例会
 11/23（金）祝日週による休会
 12/7  （金）年次総会
 12/18（金）⇒21（土）移動例会年忘れ家族会
 12/28（金）休会（理事会裁量）

◎11月 8日（木）⇒10日（土）地区大会に参加
　　　　　　　　　　　現地集合 :11：30 
　　　　　　　　　　　場所：パシフィコ横浜会議センター
　　　　　　　　　　　※現地にて例会あります
◎11月15日（木）「外部卓話」　湯澤　剛氏
　　　　　　　　　　　演題：朝の来ない夜はない
　　　　　　　　　　　　　あきらめなければ必ず道は拓ける
　　　　　　　　　　　～負債４０憶円からの挑戦～
◎11月22日（木）⇒19日に変更
　　　　　　　　　　　3クラブ合同親睦夜間例会
　　　　　　　　　　　受付　18：00　点鐘　18：30

〇ありません

　　　　

　　

　　

■内田秀彰　クラブ管理運営委員長
　  運営管理委員会実施の報告
■小枝義夫　拡大・増強委員長
　 11月8日（木）クラブ親睦ゴルフ大会のお知らせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 米原ゴルフ倶楽部
　 8：30スタート
■山﨑美津夫
　 親睦活動担当委員
　 11月お誕生会   

　 　

　　

1.次週は、8日⇒10日地区大会へ振替となります。
 皆様、地区大会にご参加のほどお願いたします。
　 当日集合について、
�・現地集合：ﾊﾟｼﾌｨｯｺ横浜会議ｾﾝﾀｰ11：30集合
 　・川崎集合：ＪＲ川崎駅 時計台 10：45集合
2.ロータリー財団月間が始まりました。先週、福嶋会員
 の卓話でお願いがありました通り、皆様のご協力よろ
 しくお願い申し上げます。
3.その他�
①川崎区少年野球連盟学童野球大会のお知らせ
　 川崎区学童軟式野球　新人戦
 　場所：大師少年球場
 　開会式：11/4(日)8：00～　　　�
　 閉会式：11/11(日)13：30頃～
②11/5(月)地区大会実行委員会にコホストクラブ会長
  として出席いたします。
③11/8(木)「クラブ親睦ゴルフ大会」を開催します。
  ご参加お願い致します。
④本日、第5回理事会を開催しました。
⑤川崎マリーンＲＣ主催　川崎マリーン旗学童野球秋
  季大会　場所：宮前小学校
  開会式：11/25(日)　8：00～
  閉会式：12/2(日)決勝戦　13：30頃～
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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
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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 望月幹仁
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 21 65.63

31 20 64.52   3

   11

   11 74.19

会　長　報　告 三野公一 会長

　　　　ゲ  ス  ト  紹  介 三野公一 会長 

松中秀司・島田精二・小峰則明

〇ありません

林　伸彦　幹事幹　事　報　告

　　　　
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

安本カウンセラーより

米山奨学金の授与しました

1.例会変更のお知らせ
2.水辺の楽校防災フェスタでの焼きそば提供
　 費用清算について
3.11月１5日は湯澤剛氏による外部卓話を行います。
 ご参加のほどよろしくお願い致します。

１１月のお誕生会

 

伊藤(恒)会員

増田(敏)会員

円谷会員

  



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

◆  野口会員
　 秦さん、茶谷さん、卓話楽しみにしています。
◆増田(敏)
 昨夜は国際空手道三浦道場の昇段審査15人組手を無
 事終了することが出来ました。
 病院の検査結果はまだ出ませんが元気いっぱい！
 心配無用です。
◆安本会員
　 秦さん、茶谷さん、本日のお話楽しみにしています。
 米山奨学会のご寄付有難うございます。
◆河口会員
　 秦さん、茶谷さん、本日の卓話宜しくお願い致します。
◆松中会員
   秦さん、茶谷さん、卓話の程宜しくお願い致します。
 寒くなりました。風邪に気を付けましょう。
◆秦会員
　 本日は私の卓話の時間です。
 心に残る話をしたいと考えています。
◆茶谷会員
 増田さん、林さん、昨日は空手審査お疲れ様でした。
 秦さん、卓話宜しくお願いします。
◆山﨑会員
 ケント君いらっしゃいませ。
 秦さん、茶谷さん、卓話楽しみにしています。
◆西尾会員
 遅ればせながら小山さん、マリーン復帰おめでとうござい
 ます。ゴルフ待っていますね！！
◆中條会員
 御幡様、昨日は有難うございます。
 本日は秦様、茶谷様、卓話宜しくお願い致します。
◆小枝会員
 来る、11月8日（木）、ゴルフ大会を開催いたします。
 お友達をお誘いの上、皆さんご参加宜しくお願いいたし
 ます。
◆小山会員
 三野会長、昨日はお世話になりました。
◆山本会員
 伊藤恒満様、先日はお世話になりました。
◆福嶋会員
 私用にて途中で失礼いたします。
◆林会員
 秦さん、茶谷さん、卓話楽しみにしています。
◆内田会員
 皆様のご健康な顔をみられて安心しました。
 クリスマス会の準備始まっています。
 ご協力お願いします。

本 日 の 卓 話

本日のニコニコ　　 18,000円

　　　累計金額 　 386,000円

　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　  

茶谷 龍太 会員

『会員卓話』 

秦　明 会員

第11回⽬となる川崎区学童軟式野球新⼈戦が川崎⼤
師球場にて⾏われました。朝から肌寒い曇り空のもと、
川崎区内16チームが参加しました。選⼿宣誓で幕を開
けると選⼿たちは元気 いっぱいにグランドを駆け巡り
熱いプレーを繰り広げました。 開会式に駆け付けてい
 ただいた会員の
 皆様有難うござ
 いました。

 【 参加者】

・三野会⻑

・林幹事

・⼩枝会員

・鈴⽊会員

・増⽥(敏)会員

・⼭本会員

・⼭﨑会員

・河⼝会員

・齋藤会員

・⼩⼭会員

11月4日(日)マリーンＲＣ旗争奪 
川崎区学童軟式野球大会新人戦 開会式

委 員 会 報 告 ②
〇雑誌「ロータリーの友」vol.1１ 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.16-17 世界５大陸から10人が来日
 ロータリー平和フェロー 第17期生たち
　【縦ページ】
　p.68-65 ｢ クラブを訪ねて｣浦添ロータリークラブ
 沖縄で華やかに咲き誇る3代続く女性会長
  p.68-65       児童虐待の実情

 　～「ロータリーの友」をご覧になってください～ 


