
★司会　伊藤恒満 SAA
点鐘　小枝義夫 会長★
ロータリーソング★

「友達になろう」「笑顔の集い」
 ソングリーダー　中條藝立 会員

　

　　　　

1.例会変更のお知らせ
2.地区大会の記念行事のご案内
①10/4(水)18時　ポリオ撲滅チャリティディナーショー
 　を開催いたします。
　 場所：横浜ロイヤルパークホテル3F　15,000円
　 本日、チラシを配布させていただきました。
②10/16(月) 九州北部集中豪富被災地支援チャリ
 　ティゴルフ大会を開催いたします。
　 場所：磯子カントリークラブ
 ※ディナーショー及びゴルフ大会へ多数のご参加
 宜しくお願い致します。
3.その他
①8/21(月)15：00～クラブ奉仕委員長会議を開催
 　いたします。
　 伊藤秀司委員長、宜しくお願い致します。

○国際ロータリー　第2590地区
　ガバナー
　湯川 孝則 様
（所属：横浜西ＲＣ）
○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
（所属：川崎中央ＲＣ）
○国際ロータリー　第2590地区
　副幹事
　野村　豊 様
（所属：横浜西ＲＣ）

●川崎北ＲＣ
　  8/30（水）夜間例会　
　 9/13（水）休会（定款細則により）
　 9/20（水）親睦移動例会
　　　　　　　　箱根湯本・湯本富士屋ホテル　
●新川崎ＲＣ
　 8/23（水）親睦納涼例会 「屋形船 長八」
　 8/30（水）休会（理事会の裁量により）
　 9/13（水）移動例会暑気払い「桜苑」　    
　 9/27（水）移動例会ｺﾝｻｰﾄ鑑賞会　　　   

◎ 8月24日（木)　「新会員卓話」

◎ 8月31日（木)　「会員増強委員長卓話」
　　　　　　　　　　　　西尾　　猛委員長

◎ 9月　7日（木)　「青少年奉仕委員長卓話」
　　　　　　　　　　　　河口　武生委員長

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　

富津シティＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

　　　　

　　

○ロータリー米山奨学生

　陳成姫（ジンソンヒ)さん

　　

　三野カウンセラーより

　米山奨学金の授与

　　

○ありません

　　

　　

　　

■野口四郎　社会奉仕委員長
　 九州豪雨災害義援金のご協力有難うございました。

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
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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

会　長　報　告 小枝義夫 会長

1.会長挨拶
　 ガバナー湯川孝則様、ガバナー補佐青木松枝様
 地区副幹事野村豊様、お忙しいところ公式訪問に
 お越しくださり有難うございました。
 本日は、地区の御指導・御助言をいただき、実の
 ある有意義な公式訪問となりますよう皆様のご協
 力をよろしくお願いいたします。

2.新会員齊藤保則様の入会式
　 （裏面：写真掲載）　
3.ガバナー公式訪問記念寄付
　 ロータリー財団 及び ・米山記念奨学会に
 各10万円の寄付をさせていただきました。
 本日は目録を贈呈させていただきます。
　 （裏面：写真掲載）



本日のニコニコ　　  33,000円

　　　累計金額 　  215,000円

　ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 伊藤秀司 副会長

　　

◆秦会員
 湯川孝則ガバナー、青木松枝ガバナー補佐、本日は
 何かと お忙し いところ、御苦労様です。
 宜しくお願い致します。
◆野口会員
 湯川ガバナー、青木ガバナー補佐、本日は宜しく お願
 い致します。
◆  島田会員
  湯川ガバナー、青木ガバナー補佐、いらっしゃいませ。
 本日は御指導のほど宜しくお願い致します。
◆増田敏雄会員 
 湯川孝則ガバナー、公式訪問有難うございます。
 本日はご指導の程、宜しくお願い申し上げます。
◆鈴木会員
 湯川ガバナー、野村地区副幹事、御指導の程お願い
 申し上げます。
◆轟会員
 湯川ガバナー、本日は宜しくお願い申し上げます。
◆安本会員
 湯川孝則ガバナー、本日はよろしくお願いします。
◆松中山会員
 湯川ガバナーようこそ、御指導の程宜しくお願いします。
◆河口会員
 湯川ガバナー、ようこそいらっしゃいまし た。
 本日は御指導の程、宜しくお願い致します。
◆福嶋会員
 湯川ガバナーの訪問を心待ちにしておりました。
 本日は、よろしくお願いします。
◆小山会員
 湯川ガバナーようこそ、川崎マリーンＲＣへお越しくださ
 いました。御指導の程、宜しくお願い致します。
◆小枝会員
 湯川ガバナー、本日はお忙しい中マリーンの例会に
 お越し下さりありがとうございます。
 御指導・御助言をいただきクラブ活動に生かして参りた
 いと思います。
◆伊藤秀司会員
 湯川ガバナー、青木ガバナー補佐、野村地区副幹事
 川崎マリーンＲＣへようこそおいでくださいました。

★今日はよろしくお願い致します。

 川崎マリーンＲＣの皆さんと共に語りながらより活性化 ある

　 クラブつくりにがんばる所存です。

 今后共々ご指導ご助言をお願い致します。

　 （国際ロータリー 第2590地区 ガバナー 湯川孝則様）

★本日はガバナー公式訪問で同行させていただきました。

  宜しくお願い申し上げます。

 （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）

★本日は湯川ガバナーの同行で参りました。川崎マリーン

 ＲＣの皆様には大変お世話になり有難うございます。

  （国際ロータリー第2590地区 副幹事 野村 豊様）

国際ロータリー第２５９０地区

ガバナー

湯 川 孝 則　様

ガバナー公式訪問卓話

クラブ会報担当：望月幹仁委員長

       齊藤保則 会員 
       Ｈ29年 8月17日入会

     株式会社アイフィニティ

   職業分類：ウェブ制作　

　 　　  ご入会　

 おめでとうございます 

 

湯川ガバナーが

自身のバッジを付

けて下さいました。

(右上)

左:湯川ガバナー

中：齊藤新会員

右：小枝会長

入　　会　　式

ガバナー公式訪問記念寄付

 本日の災害義援金    19,000円

　　　　累計金額     93,000円

　湯川ガバナー公式訪問
　を記念いたしまして

　・ロータリー財団と 

　・米山奨学会へ

　 寄付を致しました。

　

卓話はＨＰ上よりダウンロードしお聴き下さい

パスワードが必要な会員向けの配信です


