
★司会　伊藤恒満 SAA
点鐘　小枝義夫 会長★
ロータリーソング★

「君が代」「奉仕の理想」
 ソングリーダー　中條藝立 会員

　

　　　　

1.例会変更のお知らせ
2.本日クラブ協議会を開催いたします。
 13：40には4階特別会議室にご着席下さい。
3.8月19日(土)10-12時 水辺の楽校「干潟観察会」を
　 開催致します。皆様ご参加の程お願い致します。
4.8月27日(土)10時～かわさきロボット競技大会を開
 催致します。　皆様ご参加の程お願い致します。
5.8月理事会は24日13：30より開催致します。
6.事務局夏季休暇
　 8/9（水）～8/14（月）までお休みいたします。

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
（所属：川崎中央ＲＣ）

●川崎中ＲＣ
　　　8/15（火）休会
　　　8/29（火）休会
●川崎南ＲＣ
　　　8/15（火）休会（理事会の裁量により）
　　　8/29（火）夜間移動例会　中華街萬珍楼18：30
　　　9/19（火）休会（理事会の裁量により）
●川崎大師ＲＣ
　　　8/9（水）休会（定款細則に基づく　祝日週）
　　　8/16（水）休会（定款細則に基づく休会①）

◎ 8月10日（木)　「休会（定款細則による）」

◎ 8月17日（木)　「湯川ガバナー公式訪問」
　　　　　　　　　　　  国際ロータリー第2590地区
　　　　　　　　　　　 ガバナー　湯川 孝則 様

◎ 8月24日（木)　「新会員卓話」

＊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
   
     

　　　　

○横須賀北ロータリークラブ

　会長　石井 伸二 様

○川崎中央ロータリークラブ

　森本 邦康 様

　　

○齊藤 保則 様（株式会社アイフィニティ）

　　

　　

　　

■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。
■西尾 猛　会員増強委員長
　 本日18：30より、第１回目定例会を開催します。
■伊藤秀司　創立25周年記念実行委員長
　 8/17例会終了後、第１回実行委員会を開催します。
■松中秀司　広報雑誌記録委員長
　 雑誌ロータリーの友掲載記事紹介　

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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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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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.地区より社会奉仕活動についてのアンケートが届
 いています。野口社会奉仕委員長に作成をお願
 いたします。
2.ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会（RLI）開催のお知らせ
 9/10（日）聖光学院中学校・高等学校にて
 8：30－16：30
　テーマ：①リーダーシップの本質をつかむ
   ②私のロータリー世界
　　　　　   ③倫理と職業奉仕④財団１ 私たちの財団
　　　　　   ⑤会員を引き込む⑥奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを創造
  受講を希望する方はご連絡下さい。

3.その他
①8月4日（金）青少年奉仕委員長会議ソシア21
　 15：00～17：30
　 出席予定者：河口委員長、小枝会長
②次週、8/10(木)休会
　　8/17（木）湯川ガバナー公式訪問がありますので
 宜しくお願い致します。



本日のニコニコ　　  30,000円

　　　累計金額 　  182,000円

　ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 伊藤秀司 副会長

「クラブ訪問スピーチ」

「クラブ協議会」特別会議室 13:40～15:15

　　

◆望月会員
 クラブからお祝いをいただきました。 有難うございます。
◆福嶋会員
1. 青木ガバナー補佐、本日は宜しくお願い致します。
2. 昨日の稲毛例祭に御列席の小枝会長をはじめマリー
 ンの皆様ご苦労様でした。
◆  秦会員
  青木ガバナー補佐、暑い中ご来訪ありがとうございます。
◆野口会員 
 青木ガバナー補佐、本日は宜しくお願い致します。
◆茶谷会員
 青木ガバナー補佐様､本日は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. 横須賀北ＲＣ石井伸二会長、本日はようこそありがとう
 ございます。
◆鈴木会員
 青木第１グループアシスタントガバナー、本日は御指
 導の程お願い申し上げます。
 稲毛神社お集まりの皆様、昨日はお疲れ様でした。
 石井様、ようこそお越しくださいました。 アトランタでは
 お世話になりました。
◆小山会員
 青木ガバナー補佐、本日は御指導の程宜しくお願い
 致します。
◆西尾会員
 本日、青木ガバナー補佐様いらっしゃいませ。
 卓話よろしくお願い致します。
 本日、第1回増強定例会各委員の皆様、御参加宜しく
 お願いします。
◆河口会員
 青木松枝ガバナー補佐様、本日は宜しくお願い致しま
 す。石井会長、アトランタでは大変お世話になりました。
◆松中会員
 青木ガバナー補佐、ようこそ。本日は宜しく御指 導の程
 お願いします。
◆島田会員
 青木松枝ガバナー補佐いらっしゃいませ。本日は宜し
 く御指導下さい。
◆増田敏雄会員
 青木松枝ガバナー補佐、ようこそ。本日はご指導の程
 宜しくお願い致します。
◆増田洋一会員
 青木ガバナー補佐、本日宜しくお願い致します。
◆小枝会員
 本日は青木ガバナー補佐、宜しくお願いいたします。
◆伊藤秀司会員
 青木ガバナー補佐、本日は川崎マリーンＲＣへようこそ
 おいでくださいました。ご指導の程お願い致します。

★本日はクラブ協議会でお邪魔しました。
 宜しくお願い致します。
 （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）
★アトランタ国際大会では、大変お世話になり有難うござ
 います。 （横須賀北ＲＣ　石井伸二 様）
★宜しくお願いします。
 （川崎中央ＲＣ　森本邦康様）

２０１７-１８年度

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

 本日の災害義援金    17,000円

　　　　累計金額     74,000円

本 日 の 卓 話

クラブ会報担当：望月幹仁委員長

議長　小枝義夫　会長
司会　増田洋一　幹事

開会宣言　　　　　　　　　　　 　　　　　増田洋一幹事
会長挨拶　　　　　　　　　　　  小枝義夫会長
ガバナー補佐挨拶　　　　　　　  青木松枝ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
各委員長より今年度方針発表　   各委員長
　
1. クラブ奉仕委員会計画  伊藤秀司委員長
2. 会計計画 　　　  宮本欣淳委員長
3. 会場監督計画（S.A.A.)  伊藤恒満委員長
4. 親睦活動委員会計画 　 林　伸彦委員長
5. 出席委員会計画 　　 中條藝立委員長
6. クラブ会報委員会計画 　 望月幹仁委員長
7. プログラム委員会計画 　 増田敏雄委員長
8. 会員増強委員会計画 　　 西尾　猛委員長
9. 会員選考委員会計画 　　 福嶋安行委員長
10.ﾛｰﾀﾘｰ教育研修委員会計画 鈴木慎二郎 委員長

ガバナー補佐 講評　　　　  青木松枝ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

11.職業分類委員会計画 　　 山本栄次委員長
12.広報雑誌記録委員会計画 松中　秀司　委員長
13.職業奉仕委員会計画 　　 山﨑美津夫委員長
14.社会奉仕委員会計画 　　 野口四郎委員長
15.青少年奉仕委員会計画  河口武生委員長
16.国際奉仕委員会計画 　　 野口四郎委員（代）
17.ロータリー財団委員会計画 茶谷龍太副委員長
18.米山記念奨学事業委員会計画 三野公一委員長
19.戦略計画委員会計画 　　　 三野公一委員長

ガバナー補佐 講評及び総括　 青木松江ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
閉会宣言　　　　　　　　　　  増田洋一幹事


