
1.本日はお忙しい中、吉田ガバナー、野中ガバナー

 補佐をはじめとして地区役員の方々にご来訪いた

 だきまして厚く御礼申し上げます。

 この後のガバナー卓話におかれましても活動の参

 考とさせていただきたく、ご指導のほど宜しくお願い

 致します。本日、当クラブが第１回目の公式訪問と

 なりますが、今後多忙な日々が続くと思いますので

 お体には十分注意をなされましてご活躍されること

 を心よりお祈り申し上げます。

2. 他地区の災害地支援への義援金についてご協力

 お願いの件。

 7/4に熊本県を襲った集中豪雨で各所の被害が拡

 大しております。地区での義援金協力依頼につい

 てクラブでも早急に対応を図っていこうと思います。
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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「我らの生業」★

　ソングリーダー　 内田秀彰 会員

委 員 会 報 告 

　出　席　報　告 中條藝立 出席副委員長

会員数
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該当者

出席者 欠席者 出席率
メーク
アップ

ホームクラブ
出席率
修正

38 35 28 7 80.00

ビ ジ タ ー 紹  介 山﨑美津夫　会長 

〇川崎大師ＲＣ　　 秦　琢二 様

会　長　報　告 山﨑美津夫　会長

〇ありません

　 

〇ありません

1. 2590地区 上期人頭分担金について

　 本会計：8500円

　 事業費：5000円

　 地区大会分担金：4000円　合計17,500円の38名分

 を送金いたしました。

2. 先週の理事会議事録を配布しておりますのでご確

 認のほど宜しくお願い致します。

〇ありません

◎7月16日（木）理事役員・委員長就任挨拶

◎7月23日（木）休会（定款細則により）

◎7月30日（木）会員増強大会防止委員長卓話

　　　　　　

＊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
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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 

・ 国際ロータリー第2590地区 ガバナー

　吉田 隆男 様 

・ 国際ロータリー第2590地区 地区幹事

　加藤 仁昭 様 

・ 国際ロータリー第2590地区 地区副幹事

　天野 公史 様 

・ 国際ロータリー第2590地区 地区副幹事

　植田 清司 様 

・ 国際ロータリー第2590地区 地区財務委員長

　月山　勇 様

・ 国際ロータリー第2590地区 第１グループガバナー補佐

　野中　茂 様

吉田ガバナー公式訪問を
記念いたしまして

・ﾛｰﾀﾘｰ財団

・ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会

に記念寄付をいたしました

ガバナー公式訪問記念寄付

　出　席　報　告



本 日 卓 話

本日のニコニコ      46,000円

　　　累計金額    104,000円

◆   秦会員
  轟ガバナーから吉田ガバナーへと無事に出発です。
 これからいろいろとお世話になります。 
◆島田会員
 吉田ガバナー、加藤幹事いらっしゃいませ。
 今期一年間宜しくご指導ください。
◆増田(敏)会員
 吉田隆男ガバナー、野中茂ガバナー補佐、公式訪問 有難 
 うございます。 加藤地区幹事をはじめとする地区役員の皆
 様、本日は御苦労様です。一年間頑張ってください。
◆福嶋会員
 吉田ガバナーのご来訪お待ちしておりました。
 本日は宜しくお願い致します。
◆河口会員
 吉田ガバナー、神奈川東ロータリークラブの皆様、本日は
 大変お忙しい中ようこそいらっしゃいました。
 本日は宜しくお願い致します。
◆轟会員
 吉田ガバナー、本日は有難うございます。 通年して面 倒を
 みてください。年度明けは早々3年連続の豪雨災害に見舞
 われこの対応をどうするか。
◆松中会員
 吉田ガバナー、地区幹事役員の皆様、ようこそ。
 本日はご指導のほどよろしくお願いいたします。
◆山本会員
 吉田隆男ガバナー、野中ガバナー補佐一年間ご指導宜し
 くお願いいたします。
◆小山会員
  吉田ガバナー､ようこそ川崎マリーンＲＣへお越しくださいま
 した。ご指導の程宜しくお願いいたします。
◆鈴木会員
 吉田ガバナー、野中ＡＧ､加藤地区幹事をはじめ神奈川東
 クラブの皆様、ようこそお越しくださいました。
 公式訪問、本日より死のロード頑張ってくださいませ。
 体調が第一です！
◆小枝会員
 吉田ガバナーようこそマリーンに。 一年間ご指導のほ ど宜
 しくお願いいたします。
◆増田（洋）会員
 ラゾーナで感染者がでましたが、公表していません。
 皆さん、感染予防をしっかり行いましょう。
◆山﨑会員
 吉田ガバナー、地区役員の皆様、野中ガバナー補佐、本
 日の公式訪問楽しみにしていました。
 宜しくお願いいたし ます。

〇本日は初の公式訪問となります。 宜しくお願い致します。
 (国際ロータリー第2590地区　ガバナー 吉田隆男様) 
〇本日はガバナー訪問で同行いたしました。
 宜しくお願い致します。
 (国際ロータリー第2590地区　地区幹事 加藤仁昭様、
  地区副幹事 天野公史様、植田清司様)
〇轟ＰＧ一年間お疲れ様でした。 小山さん、昨年度お世 話
   になりました。今年度もご指導程々に宜しくです。
 (国際ロータリー第2590地区 財務委員長 月山勇様)
〇吉田隆男ガバナーに随行して参りました。
 宜しくお願い致します。
 (国際ロータリー第2590地区第１グループガバナー補佐
  野中　茂様)
〇前年度大変お世話になりました。 山﨑会長、齋藤幹事を
　 はじめとする川崎マリーンロータリーの皆様にご挨拶に伺
　 わせていただきました。
 轟直前ガバナー、鈴木直前地区 幹事におかれましては
　 一年間本当にお気遣 いをいただ き、感謝申し上げます。
 (川崎大師ロータリークラブ　秦　琢二様)

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 御幡幸男 副会長

（卓話資料は別紙にて）

○1948年4月6日生
〇1971年3月　日本大学法学部卒
○吉田倉庫株式会社取締役会長現在に至る
　不動産鑑定士

〔公職歴〕
○2001年4月～2010年3月
　 川崎市固定資産評価審査委員
○2011年4月～2017年3月
　 横浜市土地利用審査会委員（2012年4月より会長代行）
○1978年6月～2018年3月
　 国土交通省土地鑑定委員会評価員
○1989年1月～2018年12月
　 横浜地方裁判所鑑定委員
○1989年4月～2019年3月
　 横浜地方裁判所調停委員
○1995年10月～横浜家庭裁判所調停委員(現)
○2016年～一般財団法人ボーイスカウト
　 神奈川連盟維持財団常務理事（現）

〔賞歴〕
○2007年6月国土交通大臣感謝状
○2014年10月最高裁判所長官表彰
○2017年11月藍綬褒章受章

〔ロータリー歴〕
○1986年12月6日神奈川東ロータリークラブ入会
○2007―08年度神奈川東ロータリークラブ会長
○2009―10年度地区国際奉仕副委員長
○2013―14年度第4グループガバナー補佐
○2018―19年度資金推進副委員長

Ｒ財団メジャードナー　　ベネファクター  ＭＰＨＦ
米山功労者マルチプル

ガバナー公式訪問卓話

国際ロータリー第２５９０地区

ガバナー　吉 田 隆 男 様

クラブ会報担当：宮本欣淳委員長
写真撮影：増田敏雄会員

【2590地区テーマ・方針】

【略  歴】

　『ためになる魅力あるロータリー 』
　～自分を磨き、品格とクラブの魅力を高めよう～

1. ロータリーの魅力を再発見しましょう 
2. ロータリーの新しい戦略計画を実行しましょう 
3. 会員基盤の強化をしましょう 
4. ロータリー財団及び米山記念奨学事業の意義
　  を理解し寄付に協力しましょう 
5. ロータリーの公共イメージを推進しましょう
6.“ロータリーの友”の活用しましょう 
7. IM(インターシティミーティング)の実施 
8. マイロータリーの登録率の向上させましょう 
9. 2020-21 年度 ロータリー賞
    (ロータリークラブ対象)に挑戦しましょう


