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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

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★

「君が代」「奉仕の理想」
 ソングリーダー　松中秀司 会員

〇ありません

2.7/8(月)地区拡大増強セミナー開催　15：00-18：15
　 出席者：三野拡大増強委員長・福嶋会長
3.7/9(火)地区大会第４回実行委員会
　場所　「ぴおシティ」　15：00-17：00
4.7/18（木）クラブ基盤管理委員会１ 15：00-17：30
　出席者：福嶋会長・河口幹事・山﨑クラブ運営委員長
5.7/28（日）ﾛｰﾀｰｱｸﾄ全ｸﾗﾌﾞ合同例会
　場所「ｻﾝﾋﾟｱﾝかわさき」13：30-16:30
　出欠表を回覧致しますのでチェックして下さい。

前年度は皆様方のご協力
に感謝しております。福嶋年度も会員皆様のご協力を
宜しくお願い申し上げます（轟ガバナー）
地区副幹事はじめ皆様と協力し今年の事業を進めたい
と思いますので宜しくお願い致します(鈴木地区幹事)

1.新年度のご挨拶
　〇ガバナー
　 　轟　  淳 次 様
　 〇地区幹事
　 　鈴木慎二郎様

■山本栄次　地区大会相談役
　  10/25・26地区大会に向けてキャラバン隊のお願い
■松中秀司会員
  松井美路子様のオペラ公演のご案内。

1.例会変更のお知らせ
2.7/23(火)会長幹事会を開催致します。
　 場所｢浜寿司」18：00-
3.7/ 7(日)水辺の楽校「干潟観察会」自由参加。
　※午前中はサップをします。お時間ある方参加
   お願い致します。
4.7/17(水)富津シティＲＣに表敬訪問して参ります。
　※出席者：会長・副会長・幹事
5.先週ご入会申込をいただいた本間賢次郎様は
 本日をもって正会員として選出されましたことご
 報告いたします。
6.本日理事会がございます。
 関係者の方々宜しくお願い致します。

〇ありません

◎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
   
     

今 後 の 予 定

委 員 会 報 告 

ビ ジ タ ー 紹 介 伊藤恒満
親睦活動担当委員
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　出　席　報　告 中條藝立 出席委員長
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会　長　報　告 福嶋安行　会長

ゲ  ス  ト  紹  介 福嶋安行　会長 

ケント君の留学激励会

7月23日(火)ｼｰﾊｰｽﾞ 18：30 皆様参加してください

〇ありません

河口武生　幹事幹　事　報　告

　茶谷龍太　伊藤恒満　中條藝立

伝達式＆前三役功労表彰

続いて、福嶋会長より直前三役の方々へ感謝状を贈呈

一年間有難うございました。

三野直前会長より福嶋会長へ槌の伝達、

林直前幹事より河口幹事へ引き継ぎが行われました。

〇ロータリー米山奨学生
　 アナック アグンケント アリット君

　 安本カウンセラーより
　　　　　　　米山奨学金授与

　　



ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 山﨑美津夫　副会長

◆ 宮本会員
  福嶋丸出航おめでとうございます。 オリンピック閉会式チケット 当
 たりました。 本年度は私はラッキーかも。
◆秦会員
　 いよいよ轟地区ガバナーの出発です。 先途厳しいですが、ご 活
 躍を楽しみにしています。 又、会長の福嶋さん大変ですね。
 とにもかくにも体調に 気を 付けてください。
◆梶川会員
 福嶋会長、河口幹事、山﨑副会長新たなる船出おめでとう ご ざ
 います。本来ならば出席するところ、所用にて欠席と なり申し訳
 ござません。無事のご帰還をお祈りし申し上げ ます。
◆増田(敏)会員
 福嶋丸の２度目の船出をお祝い申し上げます。 河口幹事、 山﨑
 副会長共々ますますクラブを盛り上げて ください。
◆轟会員
 1. 福嶋丸の出航を祝しておめでとうございます。
 2. 三野直前会長、ご苦労様でした。
 3. いよいよガバナー年度になりました。 
 皆様のご協力よろしくお 願 い申し上げます。
◆茶谷会員
 福嶋会長はじめ三役の皆様、一年間宜しくお願いします。
◆中條会員
 福嶋様、出航おめでとうございます。 一年間どうぞ宜しくお願い
 致します。 先日は轟様、鈴木様有難うございました。
◆林会員
 福嶋さん、山﨑さん、河口さん１年間頑張ってください。
◆齋藤会員
 福嶋会長、山﨑副会長、河口幹事、新年度誠におめでう ござい
 ます。三役の豪腕っぷり楽しみにしています。
◆山本会員
 今期もよろしくお願い致します。 キャラバンの件にて度々の報告
 とお願いですが、皆様ご協力のほど よろしく お願い致します。
◆松中会員
 福嶋会長はじめ役員の皆様、一年間宜しくお願い します。
◆伊藤(秀)会員
 皆様、今期もよろしくお願い致します。
◆小山会員
 轟ガバナー年度いよいよスタートです。原点を忘れずに 挑戦し
 ましょう。 
 福嶋会長はじめ役員・理事の皆様、宜しくお願い致し ます。
◆鈴木会員
 いよいよ福嶋丸の出航ですね。素晴らしい一年になること を心
 よりお祈り申し上げます。
◆西尾会員
 福嶋丸の出航をお祝い申し上げます。
  今期も宜しくお願い致します。
◆安本会員
 福嶋丸の出航お祝い申し上げます。
◆小枝会員
　 福嶋会長新年度スタートですね。一年間宜しくお願い します。
◆増田(洋)会員
 大阪の物流会社と当社の合併会社が７月１日設立され ました。 
◆福嶋会員
1. 轟ガバナーのご活躍と地区役員担当委員の皆様のご活躍 を期
 待しております。
2. 今年のマリーンのスローガン「協調」と「融和」のもと会員の ご協
 力をお願いいたします。
◆河口会員
 幹事職の河口です。一年間宜しくお願い致します。
◆山﨑会員
 福嶋年度がスタートしました。一年間三役の１人として頑張り
 ますので皆様宜しくお願いします。

本 日 の 卓 話

演題　『理事・役員・三役就任挨拶』　

　　
 

本日のニコニコ       61,000円

　　　累計金額       61,000円

　　
クラブ会報担当：小峰則明委員長
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副会長
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■財団室ＮＥＷＳ ７月号
ポリオプラス  
【「撲滅」から「根絶」へ】                        RI理事 三木 明  
ロータリーは 30 年以上にわたって
地球上からポリオをなくす活動を継
続しています。
これまで、Eradicationという英語に
対応する日本語は撲滅という言葉で
したが、現在GPEI（世界ポリオ撲滅
推進活動）を構成する組織では根絶
を使っています。時代の変化に合わ
せて、7月1日から「撲滅」という言葉
から「根絶」に変えてポリオ根絶に向けて一層の活動を展開し
ましょう。
※英語はEradicationのままで変更はありません。

【最後の一押しが重要な理由】
2018年には前年度よりも多くの野生型ポリオウイルスによる発
症が報告されました。ポリオのない世界を実現することの希望
は失われたのでしょうか。インターナショナル・ポリオプラス委
員会のマイケル K. マクガバン委員長が、「ポリオのない世界」
を実現するためにロータリアンにできることを説明しています。
記事はこちら

【野生株によるポリオ症例数】
掲載サイト： GPEIウェブサイト（英語）


