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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「笑顔のつどい」★

　ソングリーダー　松中秀司 会員

委 員 会 報 告 

　出　席　報　告 伊藤恒満 会員

ビ ジ タ ー 紹  介
〇ありません

〇ありません

〇ありません

1.例会変更のお知らせ

1. ５月１日（日）、地区大会のご案内

　 ユーチューブにて視聴してください。

　 チャンネル登録をお願い致します。

 詳細は裏面記載をご覧ください。

2.その他

◎4月22日（木）　例会取消

◎4月29日（木）　休会（祝日）

◎5月　6日（木）　休会（祝日週）
　　　　

　　　　　　

＊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

幹事

齋藤保則

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 

会員数

(備考)

出席率
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

37 33 23 10 69.70

1.7クラブゴルフの参加者表彰

2.地区2021-22年度ガバナー補佐(エレクト)関する

　 お願いについて

3. 会長幹事会のご報告

4. 理事会のご報告

5. その他 

 ・4/10（土）だいし水辺の楽校開校式に参加報告

　  野口会員、御幡会員、増田(敏)会員、山﨑会員

　　参加いただいた方々有難うございました。

会　長　報　告 山﨑美津夫 会長

〇新川崎ＲＣ

  4/21(水) ⇒休会

  4/28(水) ⇒休会

 5/5 (水) ⇒休会（定款細則による）

 5/19(水) ⇒休会（理事会裁量）

〇ありません



本 日 卓 話

本日のニコニコ        9,000円

　　   累計金額    467,000円

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ

クラブ会報担当：宮本欣淳委員長4月10日水辺の楽校開校式の様子

本 日 の 卓 話

御幡幸男 副会長 

◆野口会員

 瀧口さん、今日の卓話はどんな話ですか？

 楽しみにしています。

◆山本会員

  瀧口さん、今日の卓話楽しみにしております。 

◆小山会員

 瀧口さん、本日の卓話楽しみです。

◆鈴木会員

  クラブの御配慮でありがとうございます。

 一本線でした。

 良かったと、とりあえず喜んでおります。

◆伊藤(恒)会員

 瀧口さん、卓話宜しくお願いします。 

◆増田(洋)会員

  ホールディングス会社設立準備室を設置しました。

◆山﨑会員

 西尾さん、昨日は会長幹事会の場所を提供して

 いただき有難うございました。

 瀧口さん、本日の卓話楽しみにしていました。

 宜しくお願いします。

◆御幡会員

 瀧口さん、卓話宜しくお願いします。

　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　  

『会員卓話』

　　
 

瀧口 幹子 会員

　　

 

地区にオンラインで参加しよう！
D2590 YouTube地区大会

　　　　　　　 ～プログラム（YouTube編）～

１st. Movie 本会議

オープニング

　RID2590・横浜市・川崎市紹介

　YouTube 地区大会開催に寄せて ガバナー   吉田 隆男

本会議

１.点鐘 ガバナー   吉田 隆男

２.国家斉唱

３.ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱

４.開会挨拶 大会委員長 山本　登

５. RI 会長ビデオメッセージ RI会長 ホルガー・クナーク
６.パストガバナー紹介

７.ホストクラブ会長挨拶 神奈川東RC会長 山本芳弘

８.ガバナー挨拶並びに地区の現況報告 ガバナー 吉田 隆男

９.各委員会報告

    登録委員会 登録委員長 轟　 淳次

　　決議委員会 決議委員長　 高良　 明

10.大会決議採択 ガバナー 吉田 隆男

11.地区記念誌発刊報告・紹介 地区研修委員長 高良　 明

12.次年度ホストクラブ挨拶 横浜RC会長 勝　　治雄 

13.閉会挨拶 地区幹事 加藤 仁昭

14.点鐘　～米山奨学生より花束 ガバナー 吉田 隆男

特別企画鼎談 ガバナー 吉田 隆男

「第2590地区の夢(未来)を語ろう」 ガバナーエレクト 小倉　 正

 ガバナーノミニー 志村 雄治

エンディング

新会員紹介（御名前・職業分類・入会年月日）

２nd. Movie 地区委員会報告

オープニング

１．地区戦略計画委員会 委員長 金子　 大

２．地区奉仕委員会 委員長 野口 隆史

３．地区米山記念奨学委員会 委員長 斉藤 正彦

４．地区青少年奉仕委員会 委員長 依田紀久子 

５．地区クラブ奉仕委員会 委員長 小丸日出夫

６．ガバナー補佐の役割 

７．地区ロータリー財団委員会 委員長 露木 雄二 　

　　D2590ﾛー ﾀﾘー 財団学友の音楽家達による｢花は咲く｣

３rd. Movie 記念講演

１．講演『米中対立の行方と2021年の中国経済の展望

　　　　～チャイナリスクの顕在化と日中関係のあり方』　

　　　　講師　東京財団政策研究所主席研究員 柯　隆　氏

２．対談～柯隆氏＆吉田隆男ガバナー


