
1.2022年規定審議会「制定案」と2021年決議審議会
　「決議案」の提出について
2.日本のロータリー100周年記念切手発行のお知らせ
　 ロータリーが支援する6つの重点分野をデザイン化
 した切手が全国郵便局にて9/18より発売。
3.災害義援金ＢＯＸを設置しまして皆様から義援金の
 ご協力いただき有難うございました。
4.ガバナー補佐輩出の件について
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★司会　松下　和喜 SAA
点鐘　山﨑美津夫 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

委 員 会 報 告 

　出　席　報　告 西尾　猛 会員

ビ ジ タ ー 紹  介 山﨑美津夫　会長 

〇国際ロータリー第2590地区
　 ロータリー青少年交換委員長
　 牛山 裕子 様（川崎大師ＲＣ）

会　長　報　告 山﨑美津夫　会長

〇島田精二 ロータリー広報雑誌担当委員
　 ロータリーの友雑誌掲載記事の報告
〇伊藤恒満 親睦活動担当委員
　 8月お誕生日会

　 

〇川崎中原ＲＣ　　川崎北ＲＣ　　新川崎ＲＣ

1. 例会変更案内
2. 9月2日（水）点鐘12：30富津シティＲＣへ会長・幹事
 で表敬訪問に参ります。
 参加希望の方はお知らせください。
3. 本日、第2回理事会議事録を配布しておりますので
 ご確認下さい。
4. 次週8/13は休会。事務局夏季休暇は8/11（火）～
 8/17（月）までといたします。

１）例会変更のお知らせ
　○川崎百合丘ＲＣ
　　8/11（火）　休会（定款細則による）
　　8/25（火）　夜間例会中止（定款第8条1節(C)）
　　9/22（火）　休会（祝日）
　　9/29（火）　夜間例会⇒通常例会に変更
　○川崎西北ＲＣ
　　8/13（木）　休会
　　8/20（木）　休会
○川崎とどろきＲＣ
　　8/10（月）　休会
　　8/17（月）　休会
　　8/31（月）　休会
○川崎中ＲＣ
　　8/11（火）　休会
○川﨑北ＲＣ
　　8/12（水）  休会（祝日週）
　　8/19（水）  休会（例会取消）
　　9/2 （水）　休会（例会取消）
　　9/9 （水）　休会（例会取消）
　　9/23（水）　休会（祝日週）

◎8月13日（木）休会（定款細則により）

◎8月20日（木）「会員卓話」内田秀彰会員

◎8月27日（木）「会員卓話」山本栄次会員

　　　　　　

＊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

齋藤保則　幹事幹　事　報　告

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

2020～２1年度 ＲＩテーマ

副会長

御幡幸男
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会長 

山﨑美津夫

2020-2021年度 RI会長
ボルガー・クナーク

ゲ  ス  ト  紹  介 　山﨑美津夫　会長 

〇 ロータリー米山奨学生　　　　　　　　　　　
　　ハー タム ファン さん

増田(敏)カウンセラーより　米山奨学金を授与しました
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38 35 28 7 80.00

 

8月お誕生日

望月会員・内田会員・宮本会員

三野会員・轟　 会員・小枝会員



本 日 卓 話

本 日 の 卓 話

本日のニコニコ     23,000円

　　　累計金額   177,000円

◆ 西尾会員
 昨日(8/5)亡き妻の命日に素敵なお花有難うございま す。
 月日が経つのも早く10年目になります。 
◆松下会員
 8月もコロナに負けずがんばりましょう。
◆小枝会員
 林さん、卓話よろしく。
◆小山会員
 林委員長、本日のロータリー財団の卓話楽しみにして お
 ります。
◆山本会員
 暑いですね。
 林さん、本日の卓話楽しみにしております。
◆島田会員
 広報雑誌担当の島田です。
 今日は宜しくお願い致します。
◆鈴木会員
 牛山ロータリー青少年交換委員長、ようこそお越しくだ さ
 いました。これからの青少年交換プログラムの為、是非と
 もお力添えをお願いも申し上げます。最大限の協力をさ
 せていただきます。
◆増田(敏)会員
 牛山直前ＡＧ＆地区Ｒ青少年交換委員長、ようこそ 
 いらっしゃいました。
 林Ｒ財団委員長、本日の卓話楽しみにしています。
◆秦会員
  今日は広島、長崎の原爆投下から75年。
 私は小学5年生でした。
 今日の卓話の林伸彦会員、じっくり聞かせてもらい ます。
◆河口会員
 林さん、本日の卓話宜しくお願いいたします。
◆望月会員
 今年もクラブチャンピオンになりました。
◆山﨑会員
 ハータムファンさん、お久し振りです。
 牛山直前ガバナー補佐、前年度は1年間ご苦労様でし
 た。林Ｒ財団委員長楽しみにしています。

★遅まきながら昨年度はお世話になりましたこと御礼申し
 上げます。本日は貴例会にお邪魔します。

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 御幡幸男 副会長

クラブ会報担当：宮本欣淳委員長

本 日 の 卓 話

演題　『ロータリー財団について』

　　
 ロータリー財団担当委員

林　伸彦

　　
 

【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）

寄付総額 世界上位3ヶ国  2020年7月25日現在
アメリカ ＄ 2,594,147
韓国     ＄ 1,522,818
日本     ＄   652,766

ポリオプラス  

【10月24日は世界ポリオデー】
  新型コロナウイルスの世界的流行により世界

ポリオ根絶のための予防接種活動が困難な状況となっ
ていますが、ロータリーは引き続きポリオ根絶を最優先
目標として掲げています。10月24日の世界ポリオデー
には、例年、日本を含む世界中のクラブや地区がイベ
ントを実施しており、今年も工夫を凝らしてポリオへの認
識向上や募金を行うことができます。例年と同じく、今年
もポリオ関連のイベントや活動をこちらのフォームからご
報告ください。フォーム入力を推進するためにクラブに
配布できるチラシもご利用いただけます。
バーチャルでもできる去る6月にロータリー初の「バー
チャル国際大会」が開かれましたが、世界ポリオデーの
イベントをオンラインで行うことも可能です。オンラインで
のイベントや活動も、こちらのフォームから情報をお寄
せただけます。新型コロナウイルスとポリオこれまでに
ロータリーをはじめとする世界ポリオ根絶推進活動
（GPEI）によって築かれてきたポリオ根絶のためのインフ
ラは、新型コロナウイルス対応においても、ウイルスの追
跡やサーベイランスのために役立てられています。ロー
タリーは、1918年のスペインかぜ、ポリオ、新型コロナウ
イルスなど、ウイルスの世界的流行時に率先して行動を
起こしてきました。世界ポリオデーには、こうしたロータ
リーの活動を紹介することもできるでしょう　　

■財団室ＮＥＷＳ ８月号　2020.7.28発行

【たった2滴のワクチンがあの時あれば】
ロータリーボイスに石毛良治さん（東京後楽ロー
タリークラブ）の記事が掲載されました。以下は
記事からの抜粋です。『ロータリーの友』2019 年
 11 月号に載っていた「内外よろず案内」の
「インドでポリオワクチン投与をしませんか」とい
う記事をふと見つけるまでは、まさか自分がイン
ドに行くとは思ってもみませんでした。それまで
ロータリーの奉仕活動はそれぞれのクラブで決
めた方針に沿って行われるものと思っていた私
にとって、個人の活動は初めての経験です。問
い合わせ先に連絡してみると、幸いにもまだ参
加者を募集中で、妻が背中を押してくれたことも
あり、思い切ってインド行きを申し込みました。」
記事の続きはこちら


