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前回修正

★司会　増田洋一 副SAA
点鐘　安本好勝 会長★
ロータリーソング★

「君が代」「手に手つないで」
 ソングリーダー  御幡幸男 会員

御幡幸男

御幡幸男　出席報告

会長報告 安本好勝　会長 

　

ビジター紹介　　　　

                                           　　出席副委員長

                                     親睦活動委員長

小枝義夫　幹事幹事報告

【本日のスピーカー】

　国際ロータリー　第2590地区

　職業奉仕委員会　小枝義夫様

　演題「職業奉仕について」

ありません

安本好勝　会長 ゲ ス ト

1. ロータリー経営大講演会チラシの活用について
 経営大講演会のチラシを入会候補者あるいは
 ロータリアンに相当しい方々への招聘にご活用
 いただきたく宜しくお願い申し上げます。
2. 地区補助金プロジェクト募集のご案内
 締切り：4月26日（水）まで
 地区補助金事業について、素案でも構いません
 のでこちらまでお申し出ください。
3.その他
　①1/28（土）川崎区少年野球連盟新年会に小山
  会員が参加いただきました。
  ②2/11（土）ロータリーみなとみらいチェリティマ
   ラソンに内田会員、増田洋一会員参加します。

1.  例会変更のお知らせ
2.  2月ロータリーレート　　1＄＝116円
3.  昨年ご寄付いただいた米山及びＲ財団確定申
  告用領収証を配布いたします。
4.  本日理事会開催します。

今後の予定
◎ 2月  9日(木) 「定時制高校振興会 学生卓話」
　　　　　　　  ○川崎市立商業高校　        教頭
   　　   鈴木良男　様
　　　　　　  ○川崎市立 高津高校　教頭
      黒川保人　様
 　　　　　　  ○神奈川県立川崎高校　教頭
      外崎　学　様
　　　　　　　　　　 ○川崎市立川崎総合科学高校　教頭
　　　   熊谷顕太郎　様
   　　　　　　　　 
　　　　　　演題  「今しかできないこと」　　　　
　　　　　　　　　　   川崎市立高津高校 戸塚稀里子様
　　　　　　　　　  「塞翁が馬」
　　　　　　　　　　  神奈川県立川崎高校 原田　亮 様

◎ 2月16日(木)  「夜間創立記念例会」
　　　　　　　　　　 場所：サンピアンかわさき
　　　　　　　　　　 点鐘：18：30
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ありません

●川崎大師ＲＣ
   2/22(水)  創立移動例会
　　　　　　　　 場所：横浜ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ&ﾀﾜｰｽﾞ
　　　　　　　　 点鐘:18:00

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

委員会報告　

　　

川崎マリーンロータリークラブ
国際ロータリー第2590地区 創立1993.2.19

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

U R L:    http://kawasakimarine-rc.com/

E-mail:marin-rc@eagle.ocn.ne.jp

　

2016～2017年度
ＲＩテーマ

     ROTARY SERVING HUMANITY  
     人類に奉仕するロータリー

2016-2017年度 RI会長

ジョン F. ジャーム
副会長

宮本欣淳

幹　事
小枝義夫

会　長
安本好勝
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茶谷龍太
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■山本栄次会員
　 お見舞いへの御礼及び近況報告
■1・２月お誕生会

　　

　　
　　

　
　　

　　
　　 1・2月のお誕生会

 

小山宏明会員 1月26日

茶谷龍太会員 1月26日

御幡幸男会員 2月 6日

髙橋知里会員 2月14日

松中秀司会員 2月18日

武藤泰基会員 2月22日
Happy
 Birthday!



クラブ会報担当：秦明副委員長

◆山﨑会員
    先週はインフルエンザでダウンしていました。
 皆さんも気を付けて下さい。
 小枝さん、卓話楽しみにしています。
◆秦会員
 　小枝さんの卓話じっくり聞きたいと思っています。
◆河口会員
 小枝さん、本日の卓話宜しくお願い致します。
◆安本会員
　 小枝職業奉仕委員の卓話楽しみにしています。
◆小枝会員
    今日卓話をさせていただきます。
 宜しくお願いします。

小枝地区職業奉仕委員、マリーンＲＣ入会後
短時間で職業奉仕の真髄を習得され、地区で
のご活躍にも頭が下がります。
次年度は会長と地区職業奉仕委員長と大役と
なり大変ですが十分にお体には気を付けて活
動してください。（秦・河口）

◆野口会員
 小枝さん、本日の卓話頑張ってください。
◆山本会員
 1.長い間の欠席大変申し訳ございませんでした。
 まだ、完治しておりませんが出来るだけ例会には 
 参加出席するように頑張ります。
 麦島様、林様、長いお付き合いをお願い致します。
 2.小枝様、本日の卓話楽しみにしております。
◆武藤会員
　 小枝さん、卓話楽しみにしています。
 小枝さんも私と同じ病気とはね。
◆松中会員
 小枝さん、卓話の程宜しくお願いします。
◆増田敏雄会員
　 次年度地区職業奉仕委員長小枝様、本日の卓話
 楽しみにしています。
◆増田洋一会員
    小枝幹事、卓話宜しくお願い致します。
◆森野会員
    山本栄次さん、ようこそマリーンへ！！
◆鈴木会員
    寒い日が続きます。皆様気を付けましょう。
 小枝さん、本日の卓話宜しくお願い致します。

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 西尾　猛　副幹事

出席者：小山会員・増田敏雄会員・小枝会員・中條会員・安本会員・鈴木会員・御幡会員・河口会員

　

本日の卓話

1/21(土) 13：00～15：00

職業奉仕について 
　　　

国際ロータリー  第2590地区
　職業奉仕委員会　 小枝義夫 様

本日の災害義援金    11,000 円

　　　　累計金額 　 72,006 円

本日のニコニコ　　　14,000 円

　　　　累計金額   531,566 円

 水辺の楽校の楽校　～凧つくり＆凧あげ教室～

編 集 後 記

・ロータリーの誕生

・奉仕の概念の芽生え

・奉仕の理念

・四つのテスト

・格差社会と不寛容な現代社会

・近江商人の商

・先人の教え

・日本近代資本主義の父渋沢栄一

・ロータリーの職業奉仕の理念（松下幸之助）

・業即信仰

・社会にやらせてもらっている

・企業の永続

・ロータリークラブ

・その他　ＣＬＰについて

 【卓話資料 別紙】


