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★司会　松下　和喜 幹事
点鐘　林　 伸 彦 会長★
ロータリーソング★

　ソングリーダー　

委 員 会 報 告 

　出　席　報　告 松下和喜 会員

ビ ジ タ ー 紹  介
〇ありません

〇ありません

〇瀧口幹子親睦活動委員長
 7.8月お誕生会

1.  9月の例会案内を皆様にお送りしました。

  9月2日：ロータリー米山奨学生ハータムファンさん

  9月9日：ロータリー米山学友ケントさん

  10月米山月間に向けて卓話をしていただきます。

 ぜひ皆様ご参加ください。

2.  本日は「第2回理事会」を開催いたしますので、理事

  役員の方々はオンライン例会後ご出席ください。

　

◎9月    2日（木）　オンライン例会
 「ロータリー米山奨学生卓話」
 ハー・タム・ファンさん

◎9月    9日（木）　オンライン例会
 「ロータリー米山学友卓話」
 アナック アグン ケント アリットさん

◎9月  16日（木）　オンライン例会
 「卓話なし」　　　　　　

　　　　　　

＊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

松下和喜 幹事幹　事　報　告

ゲ  ス  ト  紹  介

　 

　林  伸彦 会長 

　林  伸彦 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

36 32 19 13 1359.38 100

1. 地区大会チャリティゴルフのご案内

　 10月18日（月）相模カントリークラブで開催いたします。

　 参加希望の方は事務局までご連絡ください。 

2. ローターアクトクラブ「アクトの日」開催のご案内

　 9月11日（土）  10：00～　オンラインミーティング

　　　　　　　　　　  13：30～　清掃活動のライブ配信

 詳細は昨日メール送付をご確認ください。

　 参加する方、事前登録を必ずお願いいたします。

3. ガバナー公式訪問延期による対応について

  9月1日11：00～会長、幹事、ガバナー、ＡＧとの面談

  を行います。次週例会で面談でご報告致します。

4. 第１グループ第１回会長幹事会を開催しました。

 8月24日18：30～オンライン会長・幹事で参加しました。

会　長　報　告

〇緊急事態宣言発出に伴い休会

〇社会福祉法人 神奈川県社会福祉事業団
　 児童養護施設すまいる
　 所長　小川 暁美 様
〇社会福祉法人 神奈川県社会福祉事業団
  児童養護施設すまいる
　 児童支援課長　太田 一弘 様

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

202１～２２年度 ＲＩテーマ

副会長

西尾  猛

幹事

松下 和喜

会長 

林  伸彦

2021-2022年度 RI会長
シェカール・メータ

オンライン例会

７・８月のお誕生会
 

７月

島田精二 会員

8月

内田秀彰 会員　望月幹仁 会員　三野公一 会員

石田　 生 会員　宮本欣淳 会員　轟　 淳次 会員

小枝義夫 会員

  



本 日 卓 話ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ

クラブ会報担当：小山宏明委員長

西尾　猛 副会長 

◆増田(洋)会員

 すいません。名古屋出張と重複しているので欠席させ

 て頂きます。

◆河口会員

 皆さんこんにちは、小川暁美さん、太田一弘さん本日

 はお忙しい中よろしくお願いします。

 児童養護施設「すまいる」の事業についてと、里親制度

 制度について勉強したいと思っております。

◆齋藤会員

 児童養護施設すまいるの小川様、太田様、本日はオン

 ライン例会に参加頂きありがとうございます。

 施設の取り組みの話も楽しみにしています！

◆鈴木会員

 小川様、太田様、本日のお話勉強させていただきます。

◆山﨑会員

 まだまだ残暑が続きそうです。皆様体調管理に気を付

 けて下さい。私は緊急事態宣言が長引いてるため、

 家で飲みすぎてまた足が痛くなってしまいました。

 養護施設すまいる小川様、太田様昨年度中は大変

 お世話になりました。本日はよろしくお願いいたします。

◆松下会員

 増田さん、おかえりなさい

◆林会員

 増田さん、おかえりなさい。

 すまいる小川様、太田様、本日は宜しくお願いします。

◆西尾会員

 増田さん、元気そうで良かったです。

 ゆっくり治して復活して下さいね！！

本 日 の 卓 話

〇『児童養護施設について

　　　　　　　-児童養護施設すまいる事業概要-』

〇『里親制度について』

　　　　　　　　　
　　　児童支援課長

　　太田 一弘　様（左）

　　　　　所長

　　小川 暁美　様（右）

　　

 

　本日のニコニコ  　８,000円

　ｵﾝﾗｲﾝ累計     26,000円

　　   通常累計     94,000円

【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）

ポリオプラス  

【ポリオ根絶支援活動の記録にご協力ください】
  10 月 24 日は「世界ポリオデー」です。ポリオ根絶へ
 のコミットメントを世界に示すため、皆さまのポリオ根

絶活動の情報をぜひお寄せください。
入力フォーム www.endpolio.org/ja/register-your-event
募金活動、イベント開催、例会での発表やソーシャルメディアで
の認識向上など、皆さまがポリオ根絶を支援していることをこの
フォームでお知らせください。活動の概要のみを短時間で入力で
きるようになっております。本フォームのほかに、活動について詳
しくご報告いただける場合は、ロータリーショーケースにご掲載く
ださい（掲載方法）。ショーケースに掲載するプロジェクトは、実施
済みでも実施予定でもどちらでも構いません。これにより、ロータ
リーが行ったポリオ根絶の約束を守るために、世界中の会員が行
動していることを示すことができます。ぜひ皆様にご協力いただ
けましたら幸いです。
また、クラブでのポリオ根絶の推進には、こちらのツールをご活用
いただけます。
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