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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★

「それでこそロータリー」　
　　

委 員 会 報 告 

　出　席　報　告 松下和喜 幹事

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. 次週2月3日もオンライン例会を実施いたします。
　 卓話者は齋藤会員にお願いしています。
 よろしくお願いいたします。 
2. 米山奨学会及びロータリー財団へご寄付いただ
 い皆様へ確定申告用領収証を2月初に郵送で
 お送りいたしますのでお待ち下さい。

◎2月 3日 （木）　オンライン例会

◎2月10日（木） 休会（定款細則による）

◎2月17日（木） ハイブリット例会
 状況によりオンラインに変更

　　　　　　

＊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 

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 33 17 15 53.13

1. 第32回米山功労クラブとして表彰されました。
2. ＲＩ会長ｼﾞｪﾆﾌｧｰ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ氏より2022-23年度テーマが
 発表されました。テーマ「イマジン・ロータリー」
3. オンラインＲＬＩﾊﾟｰﾄ３開催のご案内
　　2月20日(日)9：00～17：00クラブから２～6名の推薦を
 お願い致します。現）会長・幹事、次）会長・幹事の方々
 には是非ご参加願います。
4. 川崎大師参拝行かれる方は公共交通機関にてお越し
 いただきくようよろしくお願いいたします。
　 本日行かれない方でお護摩を注文した方は、事務局で
 お預かりしています。
 お時間のある時に取りにいらしてください。

会　長　報　告

〇川崎百合丘ＲＣ

　 1/25 (火) 例会中止（定款第8条1節(C)に基づく）

　 2/1   (火) 例会中止（定款第8条1節(C)に基づく）

　 2/8　 (火) 例会中止（定款第8条1節(C)に基づく）

〇川崎西北ＲＣ

　 2/ 3   (木) 休会

 2/10  (木) 休会

 2/17  (木) 休会

 2/24  (木) 休会

〇川崎とどろきＲＣ

  2/14  (月) 休会

 2/21  (月) 休会

 2/28  (月) 休会

〇川崎中ＲＣ

 2/8  (火) 休会

   2/22  (火) 休会

〇川崎南ＲＣ

   2/1  (火) 通常例会

 2/8  (火) 休会（定款細則による）

 2/15  (火) 通常例会

 2/22  (火) 休会（定款細則による）

〇川崎大師ＲＣ

  2/2 (水) 例会取消

 2/9 （水） 休会（祝日週）

 2/16 （水） 例会取消

 2/23 （水） 休会（祝日週）

〇ありません

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 〒210-0834 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

　林  伸彦 会長 

オンライン例会



本 日 卓 話ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 西尾　猛 副会長 川崎大師護摩祈祷参拝 

◆増田(洋)会員

 昨年12/27に３回目のワクチン接種を行いました。

◆小山会員

 体調管理に努めましょう。

◆林会員

 本日は卓話頑張ります。

◆松下会員

 林会長、本日の卓話宜しくお願いします。

◆西尾会員

 茶谷さん（58歳）、小山さん（65歳）、お誕生日おめでとう

 ございます。

 本日、卓話の林会長楽しみにしております。

 宜しくお願いいたします。

　本日のニコニコ  ５,000円

　ｵﾝﾗｲﾝ累計     55,000円

　　    　　 　通常累計    215,000円

本 日 の 卓 話

林　 伸 彦 会員

『サウナについて』 

クラブ会報担当：小山宏明委員長

2022 年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
さて、去る 11 月 28 日に当財団理事長の齋藤直美が急逝し、同
日をもって退任いたしました。理事長在任中に賜りました皆様から
のご厚情に厚く御礼申し上げます。後任の理事長（代表理事）に
は、12 月 17 日の理事会におきまして、理事 若林紀男氏（第 
2660 地区 大阪東ＲＣ）が選任されました。

  < PROFILE > 若林 紀男（わかばやし のりお）
    1982 年大阪東ＲＣ入会。2003-04 年度国際ロータ
  　リー(ＲＩ)第 2660 地区ガバナー。2010 年ＲＩ規
  　定審議会代表議員、2017-18 年度ＲＩ第３ゾーン
  　ロータリー・コーディネーターなどを歴任。当財
  　団においては、2002-04 評議員、07-10 学務・学友
　  　委員（09-10 同委員長）、12-14 評議員（公益法人
  　移行後）、14-16 常務理事、16-20 副理事長、
    20-21監事、21-理事（組織活性化担当）を経て、
    2021 年12 月第 8 代理事長に就任

このたび、故・齋藤直美前理事長の後任として、図らずも理事長
職を拝命いたしました。前理事長の思いを受け継ぎ、事業創設 
70 年の歴史と累計２万人以上の米山学友を有するロータリー米
山記念奨学事業のさらなる発展を目指し、情熱を持って精一杯
努める所存です。当事業は「支援」と「人財育成」が両輪であると
考えます。巣立った学友の活躍を知り、“人財”が多く育っている
という実感そのものが、さらなる“支援”への後押しとなります。奨
学生時代だけでなく、奨学期間が終わったあとも彼らとのパイプを
太くし、学友の活躍を共有し、一人でも多くの方々にこの奨学金
制度の意義を実感していただけたらと存じます。どうか皆様の温
かいご厚志、奨学生へのご指導・ご支援を、よろしくお願い申し上
げます。

◆ハイライトよねやま Vol.626◆　　(2022.1.13発行)

1.当会第8代理事長に若林紀男氏が就任


