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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)

　　　 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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20１９～２０年度 ＲＩテーマ

副会長

山﨑美津夫

幹事

河口武生

会長 

福嶋安行
2019-2020年度 RI会長

マーク・ダニエル・マローニー

★司会　望月幹仁 SAA
点鐘　福嶋安行 会長★
ロータリーソング「我の生業」★

　ソングリーダー　中條藝立 会員

〇川崎南ＲＣ

1. 地区拡大増強委員会に三野増強担当委員、福嶋
 会長が出席しました。後日卓話にて報告致します。
2. Ｒ財団ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰ表彰
 山本栄次会員がＲ財団寄付10,000ﾄﾞﾙを達成され
 メャードナーとなられました。

〇ありません

1.  例会変更のお知らせ
2.  7月27日(土)、11時～　場所：中丸子南緑道にて今年度
  申請した「地区補助金プロジェクト」贈呈式開催します。
3. 第37回７クラブ親睦ゴルフ大会のご案内
　 10月14日（月）祝日、立野クラシックゴルフ倶楽部
4.  理事会議事録配布
5. ロータリー財団ハンドブック
6. 7/23(火)18：30～シーハーズにて
 ケント君留学激励会を開催しますのでご出席ください。

〇川崎南ＲＣ
　　7/23（火）休会（理事会の裁量による休会）　 
　　8/13（火）休会（祝日週による休会）
○川崎大師ＲＣ
　　7/31（水）暑気払い例会　点鐘18：00
　　　　　　　　「しゃぶ禅」川崎店　
○川崎中央ＲＣ
　　7/15（月）休会（祝日　海の日）
　　8/12（月）休会（祝日　山の日）　
○新川崎ＲＣ
　　7/31（水）休会（定款細則により）　

◎7月11日（木） 「理事・役員・委員長就任挨拶」　

◎7月18日（木） 「会員卓話」 三野会員・茶谷会員

◎7月25日（木） 「会員卓話」 増田(洋)会員・麦島会員

　　　　　　

＊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
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ゲ  ス  ト  紹  介 福嶋安行　会長 

河口武生　幹事幹　事　報　告

　松中秀司　髙橋知里

○ＲＩＤ２５９０ 第1ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅ-補佐
　 牛山裕子 様

○川崎南ＲＣ 会長 北條裕明様
  幹事 鈴木雄三様

○川崎幸ＲＣ 会長 野本 　忠様
  幹事 岸　 政幸様

○川崎大師ＲＣ 会長 須山文夫様
  幹事 八尋匡彦様

○川崎中央ＲＣ��会�長  石川三枝子 様
　 　　� 副�会長 森本邦康 様

○新川崎ＲＣ� 会�長 沼田光義様
�� 幹事 山下恭市様

ＲＩＤ２５９０
第1ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅ補佐

牛山裕子 様

川崎南ＲＣ
会長

北條裕明様

轟ガバナーから松下会員へバッチを付けていただきました(写真左)
福嶋会長から入会証授与。福嶋会長・松下会員・轟ｶﾞﾊﾞﾅｰ(写真右)

福嶋会長より山本会員へ
クリスタル盾・バッチ・ペン
ダントが授与されました。

会　長　報　告 福嶋安行　会長

〇松下和喜会員入会式を行います。新らしいスタートと
 共に新会員を迎え大変嬉しく思っております。 是非
 ロータリーライフを楽しんでいただき末永くよろしくお
 願い致します。

松下和喜 会員 

2019年 7月8日入会

株式会社NEXT-NK

新聞販売

　 　　     ご入会　

 おめでとうございます 

 

ゲ ス ト ご 挨 拶

入　　 会 　　式



ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 山﨑美津夫 副会長

★福嶋会長をはじめ、貴クラブの皆様にはガバナー輩出クラブ
　 として充実した活動をされる一年でありますよう祈念申し上げ
　 ます。(RID2590 第1ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅ補佐　牛山裕子様)
★福嶋会長、河口幹事率いる貴ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの益々のご活躍を
　 祈念申し上げます。今期もよろしくお願い致します。
　 (川崎南RC 会長 北條裕明様・幹事 鈴木雄三様)　
★川崎ﾏﾘｰﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆様、新しい船出を心よりお慶び申
　 し上げます。福嶋会長様、山﨑副会長様、河口幹事様の基、
 　素晴らしい航海となることを祈念申し上げます。
　 そしてｶﾞﾊﾞﾅｰの轟様には改めまして一年間宜しくお願い申し
　 上げます。　(川崎幸RC 会長 野本忠様・幹事 岸政幸様)
★表敬訪問に参りました。本年度もよろしくお願い致します。
　 ｶﾞﾊﾞﾅｰ輩出ｸﾗﾌﾞとして第1ｸﾞﾙｰﾌﾟを牽引いただけますようお
　 願い致します。轟ｶﾞﾊﾞﾅｰ、鈴木地区幹事、本年度ご指導お
　 願い致します。
　(川崎大師RC 会長 須山文夫・幹事 八尋匡彦様)
★新年度表敬訪問に参りました。福嶋会長、山﨑副会長、河口
　 幹事はじめ川崎ﾏﾘｰﾝRCの皆様のご発展を心より祈念申し上
　 げます。一年間宜しくお願い申し上げます。
　 (川崎中央RC 会長 石川三枝子様・副会長 森本邦康様)
★表敬訪問にお伺い致しました。1年間宜しくお願い申し上げま
　 す。新執行部の皆様のご活躍をご祈念申し上げます。
　 (新川崎RC 会長 沼田光義様・幹事 山下恭市様)
　
◆ 野口会員
  明日の12日より、地区大会のキャラバン隊がスタートします。
 これまで皆様のご協力に感謝いたします。
　 募集枠があと4コマとなりました。 宜しくお願いいたします。
◆轟会員
　 第１グループ会長・幹事様、本日の訪問誠に有難うございます。
◆鈴木会員
 第１グループの皆様、ようこそおいで下さいました。 各クラブ様が
  素晴らしい一年になられますようお祈り申し上げます。
 地区大会委員会出席の皆様、同じ方向を目指して汗をかく事は
  楽しいですね。宜しくお願い申し上げます。
◆小山会員
 松下和喜様、ようこそ川崎ﾏﾘｰﾝＲＣへ。 これからも宜しくお願い
 致 します。 牛山ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいました。
 近隣クラブの会長・幹事様ようこそいらっしゃいました。
◆秦会員
  牛山ガバナー補佐、各クラブ会長・幹事の皆様、お忙しいところ
 御苦労様です。
◆増田(敏)会員
 牛山ガバナー補佐、近隣クラブ会長・幹事の皆様、ご来訪有難
 う ございます。
 松下様、ご入会おめでとうございます。
◆小枝会員
 松下さん、入会おめでとうございます。これから一緒にロータリー
　 活動を楽しみましょう。よろしくネ。
　 第１グループガバナー補佐、並びに各クラブの会長・幹事の皆
 様 ようこそマリーン例会にお越しくださいました。
◆中條会員
 松下様、入会おめでとうございます。
 秦様、昨日は有難うございました。
◆福嶋会員
 1.牛山第１グループガバナー補佐をはじめ、各クラブの会長・幹
 事 の皆様のご来訪心より感謝申し上げます。
 2.松下和喜様、入会おめでとうございます。
　　これからの活躍を期待申し上げます。
◆河口会員
 牛山ガバナー補佐はじめ、各クラブの会長・幹事の皆様、本日
 の ご来訪有難うございます。一年間宜しくお願い致します。

本 日 の 卓 話

演題　『理事役員・委員長就任挨拶』　

　　
 

本日のニコニコ       71,000円

　　　累計金額     132,000円

　　 クラブ会報担当：小峰則明委員長

奉仕プロジェクト
委員長

小枝義夫

　　
 

職業・社会・国際
担当委員

野口四郎

　　
 

青少年奉仕
担当委員

齋藤保則

　　
 青少年奉仕担当メンバー

宮本欣淳 小山宏明 増田洋一伊藤秀司

ＳＡＡ

望月幹仁
　　
 

会計

円谷瑛子

　　
 

　　　 地区補助金贈呈式のお知らせ

「子どもたちのふるさと意識向上プロジェクト」

　　贈呈式：7月27日(土) 11:00～11:20

　　場　所：中丸子南緑道　中央広場にて

   　住　所：川崎市中原区中丸子６１９

　　　～ご参加のほど宜しくお願いします～

　　　　　　　　　


