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川 崎 マリ ーン  ロ ータ リ  ーク ラ  ブ
例　会 毎週木曜日12:30

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

E-mail :marin-rc@eagle.ocn.ne.jp
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マーク・ダニエル・マローニー

〇ありません

○ありません

◎10月31日（木）　休会（理事会の裁量による）

◎11月  7日（木）　ガバナー補佐ご来訪・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クラブ協議会
◎11月14日（木）　会員卓話
　　　　　　　　　　　　中條藝立会員・瀧口幹子会員

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
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　出　席　報　告 中條藝立出席委員長

秦　明 ・ 林 伸彦 ・ 伊藤恒満
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　 15：20　記念講演「新元号と日本人のあり方」
　　　　　 　講師 鶴岡八幡宮宮司 吉田茂穂氏 　     
　 16：50　会員が本音で語る会員増強 partⅡ　　
　 18：10　記念品贈呈　　　　　 
　 18：12  ガバナーエレクト・ノミニー挨拶
　 18：08  ﾎﾉﾙﾙ国際大会のご案内
　 18：18　次年度地区大会ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ会長挨拶
　 18：23　ガバナー挨拶　D.2590 轟 淳次ガバナー
　 18：25　閉会のことば　D.2590 鈴木慎二郎地区幹事　　　　
 　18：28　点鐘
　 15：20　記念講演「新元号と日本人のあり方」
　　　　　 　講師 鶴岡八幡宮宮司 吉田茂穂氏 　     
　 16：50　会員が本音で語る会員増強 partⅡ　　
　 18：10　記念品贈呈　　　　　 
　 18：12  ガバナーエレクト・ノミニー挨拶
　 18：08  ﾎﾉﾙﾙ国際大会のご案内
　 18：18　次年度地区大会ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ会長挨拶
　 18：23　ガバナー挨拶　D.2590 轟 淳次ガバナー
　 18：25　閉会のことば　 D.2590 鈴木慎二郎地区幹事　　　　
 　18：28　点鐘

　●会員懇親会　　３Ｆ(301・302）
　 18：40　開会のことば
　 19：00　表彰　チャリティゴルフ大会
　　　　　 　　　　　～歓談～
　　　　　　　　　　 ～アトラクション～
　 　　　　 ロータリーソング「手に手つないで」
   20：00　閉宴のことば

　 

　10月25日(金) 1日目
　●本会議 会長幹事会　３Ｆ 301,302

   11：30　登録開始　
　 12：30　点鐘・式典
　 12：38　紹介
              RI会長代理ご夫妻､来賓､地区外クラブ､
　　　　　　 地区役員､ガバナー補佐､地区委員長､
　　　　　 　ホスト･コホストクラブ会長
　 12：55　ガバナー挨拶
　 13：05  　国際ロータリーの現況報告
　　　　　 　　　RI会長代理　黒田正宏氏 
　 13：25   各種委員会報告 
   13：44   大会決議案協議
   14：00   講演「世界で活躍する女性」
　　　　　 　講師 国際基督教大学学長 日比谷潤子氏
   15：40   会員が本音で語る会員増強 partⅠ
　　　　　　 講演「会員増強への公共イメージの活用」
　　　　　　 講師 ﾛｰﾀﾘｰ公共ｲﾒｰｼﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ第2地域　
　　　　　　 柳生好春ＰＧ(D.2610野々市RC)
   17：10  点鐘・諸事お知らせ

　●ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会

　　　ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ　3Fﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ
 　　　　 　 ウェルカムミュージック
　 17：45　開宴のことば
　　　　　 　来賓紹介(他地区)
　　　　　 　ＲＩ会長代理挨拶
　　　　　 　乾杯
　　　　　 　アトラクション
　　　　　 　歌：松井美路子氏・ﾋﾟｱﾉ：加藤紗耶子氏
　 19：30  閉宴のことば

 10月26日(土) 2日目
　●本会議　　　　　　 １Ｆメインホール

　 11：30　登録開始　
　 12：30　点鐘･式典
　 12：43　紹介
　　　　　   RI会長代理ご夫妻､来賓､地区外･内ｸﾗﾌﾞ､
　 12：58　歓迎の言葉　ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ 福嶋安行 会長　　　　
　 13：01　ガバナー挨拶及び地区の現状報告
　　　　　   D.2590 轟 淳次ガバナー
　　　　　 　大会決議採択
　 13：11　RI会長メッセージ RI会長代理 黒田正宏氏 　　
 　13：46　寄付金贈呈、感謝状受領
　 13：55　会長特別賞ｼﾙﾊﾞｰ 川崎ﾏﾘｰﾝ 福嶋安行会長
　 　　　  　Ｒ財団､米山記念奨学会､地区表彰､
　　　　　   ガバナー表彰
 　14：25　青少年関連
　 15：10　新会員紹介
　

2019～20年度　国際ロータリー第2590地区　

　　　　　　地区大会



クラブ会報担当：小峰則明委員長
写真：増田敏雄地区大会幹事

2019～20年度　国際ロータリー第2590地区　

　　　　　　地区大会
　　　　　　
　

10月25日(金) 1日目

10月26日(土) 2日目

国際基督教大学 日比谷潤子氏

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾐﾆｺﾝｻｰﾄ 松井路子氏

RＩ会長代理ご夫妻入場司会 麦島 建会員・たきれいこ氏 点鐘　轟 淳次ガバナー

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ中條藝立会員

ガバナー挨拶　轟 淳次ガバナー RI会長代理ﾒｯｾｰｼﾞ黒田正宏RI会長代理

挨拶 小山宏明大会委員長

ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ挨拶　福嶋安行会長

D.2610PG　柳生好春氏



クラブ会報担当：小峰則明委員長
写真：増田敏雄地区大会幹事

2019～20年度　国際ロータリー第2590地区　

　　　　　　地区大会
　　　　　　
　

10月26日(土) 2日目

RＩ会長代理ご夫妻入場 点鐘　轟 淳次PG

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ中條藝立会員 挨拶 小山宏明大会委員長 ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ挨拶　福嶋安行会長

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区 地区大会 

ｺ･ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ: 横浜中ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・神奈川東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・川崎北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・川崎ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

　　　　    川崎南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・川崎幸ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・川崎大師ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・川崎中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

　　　　   新川崎ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

 ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ： 川崎ﾏﾘｰﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

川崎マリーンロータリークラブ

新会員ご紹介（登壇）

◎瀧口幹子会員

◎南　一朗会員

◎松下和喜会員

◎本間賢次郎会員　４名

記念講演 鶴岡八幡宮宮司　 吉田茂穂氏


