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2020-2021年度 RI会長
ボルガー・クナーク

会長
山﨑美津夫

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

★司会 松下 和喜 SAA
★点鐘 山﨑美津夫 会長
★ロータリーソング「奉仕の理想｣
ソングリーダー 中條藝立 会員

ゲ ス ト 紹 介
〇特別ビジター
RID2790 第5グループ
ガバナー補佐 窪田 謙 様

山﨑美津夫 会長

幹

事

報

告

副会長
御幡幸男

幹事
齋藤保則

齋藤保則 幹事

1.例会変更のお知らせ
2.川崎大師のお護摩申込みは、申込書を回覧いたし
ますので、お護摩を注文する方ご記入ください。
3.事務局冬季休暇のお知らせ
12/26（土）～1/4（月）までお休みいたします。
4.1/7（木）、理事会を例会終了後開催いたします。

＊近隣ＲＣからのお知らせ
○川崎南ＲＣ
12/29(火) 年末による休会
RID2790 第５グループ
2021年
幹事 和田 充敏 様
1 / 7(火) 新春4クラブ合同例会中止⇒例会中止
1/ 26(火) 夜間移動例会
〇川崎大師ＲＣ
ビ ジ タ ー紹 介
2021年
〇野澤 隆幸 様（川崎大師ＲＣ）
1/ 6(水) 休会（新春4クラブ合同例会中止のため）
〇川崎中央ＲＣ
2021年
出 席 報 告 中條藝立 会員
1/ 4(月) ⇒7（木）夜間例会に変更 点鐘18：00
場所：サンピアンかわさき
ホームクラブ メーク 修 正
会員数 出席率 出席者 欠席者 出席率
アップ 出席率
該当者
1/ 11(月) 休会（祝日 成人の日）
1/ 18(月) 通常例会 新春グルメ例会は中止
7 79.41
37 34 27
1/ 25(月) 通常例会終了後 職場訪問
(備考)
場所：カルッツ川崎・川崎水族館
〇新川崎ＲＣ
2021年
1/
6（水）、13(水) 休会（定款細則による）
会長
山﨑美津夫
1/ 20(水） 移動例会
1.12月13日（日）、養護施設すまいるとのリモート映画鑑 2/ 3（水）、10（水）、17(水)休会
賞会を実施しました。
2/24（水） 創立記念例会
会場は事務局にて、参加者は河口会員、松下会員、
齋藤幹事、山﨑会長で行いました。
＊週 報 を送 っ てく だ さった ＲＣ
※裏面写真掲載
2.12月10日（木）例会後、齋藤幹事と小児医療基金（ち 〇ありません
あふぁみ）に寄贈してまいりました。
※裏面写真記載
今 後 の 予 定
3.米山奨学会より「第30回米山功労クラブ」感謝状が届
◎2021年
いております。
1 月 7日（木）新春４クラブ合同例会 中止
4.その他
①明後日(土)10：00～12：00 水辺の楽校「つる編み教
⇒通常例会に変更
室」が開催されます。クリスマスリースや籠を手作りし
◎1月 14日（木）休会（定款細則による）
て楽しい時間をお過ごしください。
②明後日(土)川崎マリーンロータリークラブ学童野球秋 ◎1月 21日（木）外部卓話 白鳥マキ 氏
季大会の閉会式が平安球場にて開催されます。
14：00～14：30頃までに現地にて集合ください
委 員 会 報 告
場所：平安球場 決勝戦13：30 閉会式15：30予定
※マリーンブルゾンをご持参ください。
〇ありません
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ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ
本日卓話

御幡幸男 副幹事

★本年も大変お世話になりました。
（ＲＩＤ２７９０ 第５グループ ガバナー補佐 窪田 謙 様）
★今日の例会ではお世話になります。
ご健勝にて新年をお迎えください。
（川崎大師ＲＣ 野澤 隆幸 様）
◆宮本会員
来年は良い年になりますようにパンパン。
◆野口会員
セーフ。
◆鈴木会員
富津シティＲＣ窪田謙ガバナー補佐、和田幹事、
川崎大師ＲＣ野澤様、本日はようこそお越しくださ
いました。本日はマリーンの年内最終例会です。
お楽しみいただけると幸いです。
◆轟会員
富津シティＲＣの窪田ＡＧ、和田グループ幹事、よう
こそマリーンへ。ありがとうございます。
◆島田会員
野澤様、いらっしゃいませ。いつもお世話様です。
◆秦会員
先日の例会をぎっくり腰で休みました。
今年は休むまいと思っていたので残念でした。
富津シティＲＣの窪田様、和田様ようこそ。
◆伊藤会員
今年はクリスマス会が出来ず残念ですね。親睦活動
委員長としては、大変楽をさせていただきました。
◆小枝会員
メリークリスマス、コロナで大変ですが頑張りましょう。
◆河口会員
本日はよろしく。！
◆内田会員
今年一年お世話になり、有難うございました。
◆山本会員
今年も一年間色々とお世話になりました。
来年も宜しくお願い致します。
◆山﨑会員
皆様、今年最後の例会です。上半期御協力いただ
き有難うございました。来年も宜しくお願いします。
◆御幡会員
今年最後の例会ですね。色々お世話になりました。
来年もよろしくお願いします。

本日のニコニコ

28,000円

累計金額

382,000円

本 日 の 卓 話
『クリスマスリレー卓話』

齋藤 保則 会員

内田 秀彰 会員

松下 和喜 会員

鈴木 慎二郎 会員

山﨑美津夫 会員

～川崎マリーン奉仕活動～
■小児医療基金へ寄付

かながわ県立病院小児医療基金「ちあふぁみ」へ小児がん
の患者さんとそのご家族を地域で応援するためのプロジェ
クトに参加させていただきました。神奈川県立小児医療セン
ターにて（山﨑会長・(中央)：柳町医師・齋藤幹事）
■養護施設すまいるリモート映画鑑賞会

12月13日、児童養護施設すまいるとリモート映画鑑賞会を
事務局にて実施しました。本日の作品は「STAND BY ME
ドラえもん」を鑑賞。対面での奉仕活動が出来ない状況が
続きますが、日頃と違った環境で子供たちが楽しい経験が
出来たと喜んでくれたので、有意義な活動となりました。
参加いただいた会員の皆様有難うございました。
（松下会員、瀧口会員、河口会員、山﨑会員、齋藤会員）

クラブ会報担当：宮本欣淳委員長

