
★司会　伊藤恒満 SAA
点鐘　小枝義夫 会長★
ロータリーソング★

「我らの生業」「四つのテスト」
 ソングリーダー　中條藝立 会員

　

　　　　

1.例会変更のお知らせ
2.7/19（木）富津シティＲＣ表敬訪問の件、10：30に川崎
  日航ホテル横に集合でお願い致します。

●川崎とどろきＲＣ
　　　7/18 （月）休会
　　　8/  8 （月）休会
　　　8/15 （月）休会

●川崎南ＲＣ
　　　8/16 （火）休会（理事会の裁量により）
　　　8/30 （火）夜間例会　中華街萬珍楼　点鐘18：30

◎ 7月20日(木)　「新会員卓話　自己紹介」
　　　　　　　　　　　 林　伸彦会員
　　　　　　　　　　　 麦島　建会員

◎ 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」

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　

川崎南ＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

　　　　

　　

ありません

　　

○斎藤保則 様（株式会社アイフィニティ）

○陳成姫さん（ロータリー米山奨学生）

　　

川崎南ＲＣ 
　会長 工藤 幸弘 様　　幹事 百瀬 徳一 様
川崎幸ＲＣ
　会 長 加藤　 亨 様　　幹事 守屋 正秀 様
川崎大師ＲＣ
　会 長 岩井 茂次 様　   　幹事 秦 　琢二 様
川崎中央ＲＣ
　会 長 渡辺 雅夫 様　   　幹事 伊藤 弘志 様
新川崎ＲＣ
　会長　江原　哲  様　　   幹事 濵 志津子 様

　　

　　

■野口四郎社会奉仕委員長
　九州豪雨の被害を受け昨年度災害義援金を充て
　るられるよう緊急で対応させていただきます。
 ■安本好勝直前会長
 　会長ノミニー選出について
■松中秀司会員
　昨年度、東北復興支援でアジサイを植樹した南三
 　  陸町を視察してまいりました。（裏面写真掲載）
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今 後 の 予 定

委 員 会 報 告
　 　　

　　

ビ ジ タ ー 紹 介                                     林 伸彦 親睦活動委員長
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会　長　報　告 小枝義夫 会長

3.川崎大師ローターアクトクラブ復活の御礼とお願い
 お知り合いの方（18～30歳）でご興味がある方が居
 られましたらぜひ大師のローターアクトの例会にお
 誘いください。
4.７クラブ親睦ゴルフ大会のご案内
　10/6(金)　横浜カントリークラブにて開催します。多く
 の方にご参加いただきたくよろしくお願い致します。
5.その他
①地区の各ｾﾐﾅｰ開催及びご出席者のご連絡
・ 7/10（月）増強拡大ｾﾐﾅｰへ参加お疲れ様でした
  (小枝会長・西尾会員・河口会員)
・ 7/13（木）ｸﾗﾌﾞ研修委員長会議開催(増田敏雄会員)
・ 7/20（木）ｸﾗﾌﾞ広報・公共ｲﾒｰｼﾞ向上ｾﾐﾅｰ
 会議開催

1.米山達成クラブ表彰のお知らせ
 米山奨学会より、3000万円達成クラブ感謝状の贈呈。 
 地区大会にて表彰後、クラブへ贈呈されます。
2.米山記念奨学会より、創立50周年を記念し、「ﾛｰﾀﾘｰ
 米山記念奨学会50年のあゆみ」発刊いたします。
 価格1,800円、購入希望の方は事務局へご連絡くだ
 さい。

　　　　

　　　　

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

ロータリー米山
　　奨学生奨学金授与



本日のニコニコ　　  68,000円

　　　累計金額 　  102,000円

　ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 伊藤秀司　副会長

　　

クラブ会報担当：望月幹仁委員長

◆鈴木会員
 第１グループ各執行部の皆様ようこそおいで下さいまし
 た。本年度もご指導の程お願い申し上げます。
 前回の飲み代の余りです。
◆  増田敏雄会員
  第１グループの会長幹事様各位表敬訪問誠に有難う
 ございます。
 小枝会長及び川崎マリーンをよろしくお願い致します。
◆  河口会員
　 第１グループの会長幹事の皆様、本日はようこそいらっ
 しゃいました。１年間よろしくお願いします。
◆秦会員
    南、幸、大師、中央、新川崎の各会長幹事の皆様、御
 来訪有難うございます。
◆轟会員
  第１グループ会長幹事の皆様、本日はようこそご訪問
 をいただきまして有難うございます。
◆島田会員
 近郊ロータリークラブの会長幹事の皆様、いらっしゃい
 ませ。秦さん、松中さん、安本さん先日は大変お世話
 になりました。
◆西尾会員
 川崎南ＲＣ、川崎幸ＲＣ、川崎大師ＲＣ、川崎中央ＲＣ
 新川崎ＲＣの会長幹事の皆様、表敬訪問誠に有難うご
 ざいます。川崎マリーンＲＣを楽しんでいってください。
◆小山会員
 近隣クラブの会長・幹事の皆様、ようこそおいで下さい
 ました。一年間よろしくお願い致します。
◆中條会員
 本日各クラブの会長幹事様、お越しいただき誠に有難
 うございます。一年間どうぞよろしくお願い致します。
◆山本会員
 暑いですね。皆様体に気を付けて下さい。
◆福嶋会員
 この暑さを皆様と共に乗り切りましょう。
◆安本会員
 あついですね！
 新理事役員の皆さん、頑張ってください！
◆松中会員
 南三陸大雄寺参加の皆様、御苦労様でした。
◆小枝会員
 各クラブの会長幹事の皆さん、ご来訪有難うございます。
◆伊藤秀司会員
　 第一グループ会長幹事の皆様、本日は表敬訪問有難
 うございます。１年間よろしくお願い致します。

★小枝会長、増田幹事、会員の皆様、小枝丸の新しい出
 航おめでとございます。心よりお祝い申し上げます。
 （川崎南ＲＣ　会長 工藤幸弘様、幹事 百瀬徳一様）
★本日は、表敬訪問に参りました。小枝会長、増田幹事
　 及びクラブ会員の皆様のこれからの一年間の御活躍と
 貴クラブの発展を祈念申し上げます。
 （川崎幸ＲＣ　会長 加藤亨様、幹事 守屋正秀様）
★本日は表敬訪門に参りました。小枝丸出帆のお祝いと
 無事 の航海をご祈念申し上げます。小枝会長、増田幹
 事は じめ、川崎マリーンロータリークラブの皆様、一年
 間よろ しくお願い致します。
 （川崎大師ＲＣ　会長 岩井茂次様、幹事 秦 琢二様）
★小枝義夫会長、増田洋一幹事ならびに川崎マリーン
 ロータリークラブの皆様、新たな小枝年度の始まりにあ 
 たり、ひとこと御祝いを述べに参りました。皆様のクラブ
 の益々の発展を心より祈念申し上げます。
 そして、湯川孝則ガバナーの方針の下、「友達になれ
 る」クラブ交流をお願いします。
 （川崎中央ＲＣ　会長 渡辺雅夫様、幹事 伊藤弘志様 ）
★川崎マリーンロータリークラブ小枝丸の出航を祝して表
 敬訪問に参りました。この一年何卒よろしくご指導の程
 お願いします。
 （新川崎ＲＣ　会長 江原 哲様、幹事 濱 志津子様）

本 日 の 卓 話

「理事役員・委員長就任挨拶」

 本日の災害義援金     6,000円

　　　　累計金額      6,000円

　三野公一

　米山記念

　奨学事業

　戦略計画　

　野口四郎

　社会奉仕

　福嶋安行

　会員選考　

　安本好勝

　国際奉仕　

　山本栄次

　職業分類

　 増田敏雄

　 プログラム

　　

　東北復興支援で鎌倉のあじさいを植樹した南三陸町を

　視察して参りました（宮城県南三陸町の大雄寺にて）　

　 茶谷龍太

　ﾛｰﾀﾘｰ財団

　 松中秀司

　広報雑誌記録

　西尾　猛

　会員増強　

　 河口武生

　青少年奉仕　

　 鈴木慎二郎

　ﾛｰﾀﾘｰ教育研修

一年間よろしく

　　　　　お願い致します


