
★司会　伊藤恒満 SAA
点鐘　小枝義夫 会長★
ロータリーソング★

「手に手つないで」「笑顔の集い」
 ソングリーダー　林　伸彦 会員

　

　　　　

1.例会変更のお知らせ
2.7/22(土)水辺の楽校 10-12時「干潟観察会」にぜひ
 ご参加ください。
3.次週27(木)夜間例会を開催しますので、出欠をお知
 らせください。
4.富津シティＲＣよりお知らせがあります。
　 ・8/4(金)富津シティ納涼祭開催します。
 ・8/30(水)18時～富津家族チャリティ例会開催します。
 ・8/24(水)マリーンへ表敬訪問にいらっしゃいます。
5.本日緊急理事会開催します。

国際ロータリー第２５９０地区

第１グループガバナー補佐

青木 松枝 様

(川崎中央ＲＣ)

●川崎百合丘ＲＣ
　　8/ 2（火）納涼会　点鐘17：00
　　ホテルモリノビアホール
　　8/16（火）休会（定款細則により休会）
●川崎中原ＲＣ
　　8/11 （木）休会（祝日　海の日）
　　9/20 （火）休会（理事会の裁量に

◎ 7月27日(木)　「夜間例会」　点鐘18：30
                          場所：ｻﾝﾋﾟｱﾝかわさき（第１交流室）
◎ 8月 3日（木)　「青木ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ご来訪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ｸﾗﾌﾞ協議会」
　　　　　　　　　　　13：40～15：15  4F 特別会議室
◎ 8月10日（木)　「休会（定款細則による）」

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　

ありません

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

　　　　

　　

山野英二 様（川崎幸ＲＣ）

　　

斎藤保則 様（株式会社アイフィニティ）

　　

　　

　　

■林伸彦親睦活動委員長
　７月お誕生日会
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会　長　報　告 小枝義夫 会長

青木松枝ガバナー補佐(左)

塩野武男 新会員(中)
小枝義夫 会長(右)

1.新会員入会式
　 本日、塩野武男さん
 を新会員に迎えました。
 表敬訪問にてご来訪
 の青木ガバナー補佐
 より入会バッジを付け
 ていただきました。
 今後はマリーンクラブ
 の会員として宜しくお
 願い致します。
2.その他
①7/20(木)本日、広報・
 公共ｲﾒｰｼﾞ向上ｾﾐﾅｰ
　 本日は、松中会員お
 願いします。
④昨日富津シティＲＣへ表敬訪問にいってきました。
　 

　　　　

　　　　

小枝義夫 会長 

小枝義夫 会長 

ゲ  ス  ト  紹  介

特別ビジター紹介

　 　　
　　 　　

７月のお誕生会

 

塩野武男会員

　 7月19日

島田精二会員

   7月25日

　

小枝義夫 会長 入　　会　　式

         塩野 武男 会員 

       Ｈ29年 7月20日入会

      　 株式会社オオハシ

       プラスチック再生加工

　 　　     ご入会　

 おめでとうございます 

 

　 　　      
 よろしくお願いいたします

Happy
 Birthday!



本日のニコニコ　　  25,000円

　　　累計金額 　  127,000円

　ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 鈴木慎二郎 副幹事

　　

クラブ会報担当：望月幹仁委員長

◆塩野会員
 今月から会員になりました。
 よろしくお願い申し上げます。
◆  野口四郎会員
  塩野さん、受付デビューおめでとうございます。
◆  福嶋会員
　 青木ガナバー補佐のお越しを楽しみにお待ちしており
 ました。お手柔らかに願います。
◆秦会員
    青木ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいました。
 いろいろ御世話になります。
◆山本会員
  ガバナー補佐青木様、今後共宜しく御指導お願い致し
 ます。
◆西尾会員
 青木松枝ガバナー補佐、本日は表敬訪問有難うござ
 います。今後とも宜しくお願い致します。
◆轟会員
　 １.青木ＡＧ、本日はようこそ！
   2.北九州豪雨、朝倉地区支援義援金にマリーンクラブ 
 　 の心意気を示そう！
◆増田敏雄会員
 林さん、麦島さん、本日の卓話楽しみにしています。
◆河口会員
 林さん、麦島さん、本日の卓話宜しくお願い致します。
◆安本会員
 林さん、麦島さん、ガンバッテください。
 これからもよろしく。
◆小山会員
 林さん、麦島さん、本日の卓話楽しみです。
◆山﨑会員
 昨日は富津シティＲＣに行かれた方、御苦労様でした。
 私事ではありますが、母校の野球部が桐蔭学園に初め
 て勝つ事ができました。
◆中條会員
 連日の猛暑大変ですが、皆様熱中症にならないように
 体調管理気を付けて下さいね！
◆小枝会員
 塩野会員入会おめでとうございます。今後も宜しくお願
 いします。
 青木ガバナー補佐、本日はマリーンの例会にいらして
 いただきありがとうございます。
◆増田洋一会員
　 昨日の富津シティＲＣ表敬訪問の参加者各位、暑い中
 大 変お疲れ様でした。
◆鈴木会員
　 塩野さん、入会おめでとうございます。これからもよろし
 くお願い致します。
 青木第１グループＡＧようこそおいで下さいました。
 御指導のほど宜しくお願い致します。
 富津シティＲＣ表敬の皆様、昨日はお疲れ様でした。
 林さん、麦島さん、本日のお話楽しみにしております。

★本日は新年度で表敬訪問に参りました。
 どうぞよろしくお願い致します。
 （国際ロータリー第2590
　　  第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐　青木 松枝 様 川崎中央ＲＣ）
★よろしくお願い致します。
 （川崎幸ＲＣ 山野 英二 様）

本 日 の 卓 話

「新会員卓話　自己紹介」

「水辺の楽校干潟観察会実施」

 本日の災害義援金    25,000円

　　　　累計金額     31,000円

「理事役員・委員長就任挨拶」

　望月幹仁

　ｸﾗﾌﾞ会報

　

　林　伸彦 会員
2016年 7月 6日入会

紹 介 者：増田敏雄

職業分類：弁護士

川崎つばさ法律事務所

　

　麦島　建 会員
2016年 7月 6日入会

紹 介 者：河口武生

職業分類：生命保険･損害保険

日本生命保険相互会社

　

　 中條藝立

　　出　席

　 伊藤恒満

　　ＳＡＡ
　 林　伸彦

　 親睦活動

　 奉仕活動・報告　

　7月22日（土）10-12時、大師河原にて水辺の楽校

　「干潟観察会」が開催され、干潟に遊びにいらした近隣

　の子供たち及び親御さんと水辺観察と子供たちの見守

　りを実施しました。別紙に水辺の楽校の

　詳細を掲載いたしました。　

　参加者：小枝・増田洋一・伊藤秀司・轟・鈴木

　　　　　　 野口・増田敏雄・御幡・河口（敬称略）

　　


