
★司会　増田敏雄 副SAA
点鐘　小枝義夫 会長★
ロータリーソング★

「それでこそロータリー」
 ソングリーダー　福嶋 安行 会員

　

○川崎大師ＲＣ
　　10/18（水） 職場訪問
　　　　　　　　　 キングスカイフロント見学
　　　　　  夜間移動例会　Gril030　18：00～

◎ 10月5日（木) 「会員卓話」
　 秦　　明 　 会員
　　　　　　　　　　　 島田 精二 会員
◎ 10月12日（木) 「会員卓話」
　 轟　　淳次 会員
　　　　　　　　　　　 福嶋 安行 会員
◎ 10月19日（木) 「川崎定時制高校学生卓話」

＊週報を送ってくださったＲＣ
○川崎中原ＲＣ　○川崎北ＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

　　　　

　　

○ありません

　　

　　

■三野公一　米山記念奨学事業委員長
　 10月より、米山月間ご寄付をお願い致します。
■河口武生　青少年奉仕委員長
　 第76回マリーンＲＣ旗秋季学童野球大会日程の
　 お知らせ。
　 9/23新横浜ＲＡＣ例会のご報告
■鈴木慎二郎　ガバナー準備委員会
　 地区大会開催日のお知らせ
　 場所：パシフィコ横浜　10月25日(金)、26日(土)

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
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会　長　報　告 小枝義夫 会長

1.10/15（日）ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研修会ﾊﾟｰﾄ２
　 8：30～16：30　場所：聖光学院中学校高等学校
 参加予定： 安本会員、山﨑会員、三野会員、
 増田(洋) 4名　宜しくお願い申し上げます。
2.地区大会ロータリアン芸術作品出展のお願い①
　ﾊﾟｼﾌｨｺ展示ｺｰﾅｰにて作品を展示しませんか
　※詳しくは本日配布のチラシをご覧ください
3.ロータリーこども美術展参加出品のお願い②
 お子さん、お孫さんの絵を地区大会で展示しま
 せんか
　※詳しくは本日配布のチラシをご覧ください。

4.その他
①9/22（木）社会奉仕委員長会議があり、野口委
　 員長が参加しました。
②9/23（土）韓日親善会議13：00～韓国ソウルに
 て行われました。轟会員が参加しました。
③10/19（木）前年度、残念ながら退会されました、 
 森野さんと武藤さんのお別れの会を開催したい
 と思います。
④南RCの川崎市民祭りの実行委員会に参加して
 きました。当クラブも一緒に奉仕活動に参加した
 いと考えております。
　 川崎市民祭り開催日：11/3(金・祝).4(土).5(日)
⑤第一回奉仕プロジェクト委員会を10/11（水）
 開催いたします。

増田洋一・松中秀司・島田精二

　　　　

1.例会変更のお知らせ
2.9/29（金）新会員歓迎会開催、皆様宜しくお願
 いします。
3.9/21（木）創立25周年記念実行委員会開催
 議事録配布します。

鈴木慎二郎　副幹事幹　事　報　告
　　　　 小枝義夫 会長 ゲ  ス  ト  紹  介

国際ロータリー　第２５９０地区
Ｒ財団副委員長
山室 宗作 様（神奈川ＲＣ）

　 　演題　「Ｒ財団を通じて出会ったこと、ひと」

　　　　

小枝義夫 会長 ス ピ ー カ ー 紹 介

　　

○ありません



本日のニコニコ　　  30,000円

　　　累計金額 　  334,000円

　ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 伊藤秀司 副会長

★日頃より、皆様に大変お世話になっております。
　本日はよろしくお願い致します。

会長より卓話者への御礼の言葉

　　

◆島田会員
 Ｒ財団副委員長、山室宗作様いらっしゃいませ。
 いつもお世話になります。
 本日の卓話楽しみにしています
◆野口会員
 山室宗作様、本日の卓話宜しくお願い致します。
◆小山会員
 山室地区ロータリー財団副委員長、本日の卓話楽し
 みにしております。
◆ 鈴木会員
  山室宗作Ｒ財団副委員長、ようこそおいで下さいまし
 た。本日は卓話（めんどくさくない話）を宜しくお願い
 致します。
 火曜日に大腸のポリープをとってきました。
 まだクリップが２つ入っています。
◆秦会員
 またまた暑くなりましたね。少々つらいですね。
◆増田(敏)会員
 R.I.D.2590地区Ｒ財団副委員長 山室宗作様、
 本日の卓話宜しくお願い致します。
◆河口会員
 Ｒ財団副委員長 山室様、アトランタでは大変お世話
 になりました。本日は卓話宜しくお願い致します。
◆轟会員
 国際ロータリー第2590地区Ｒ財団副委員長 山室様
 本日はご多用のところ当クラブにお越しいただきまし
 て誠に有難うございます。卓話楽しみにしております。
◆秦会員
 Ｒ財団副委員長 山室宗作様、本日はご苦労様です。
 宜しくお願いします。
◆福嶋会員
 山室様、ようこそお越しくださいました。
 宜しくお願いします
◆塩野会員
 防衛装備庁に採択されました。
 バンコクで11月6日～9日開催されます防衛展示
 会に出展します。
◆中條会員
 先日、福嶋様はじめ轟様、河口様、鈴木に大変お世
 話になりました。有難うございました。
◆小枝会員
 山室宗作様、本日の卓話よろしくお願いします。
◆伊藤(秀）会員
 地区ロータリー財団副委員長 山室宗作様、本日の
 卓話よろしくお願いいたします。

山室宗作様、本日の卓話誠に有難うございました。

財団の活動というと寄付を集める重要な役割も有りま

すが、皆様からいただいた寄付が世界平和に関する

様々なプログラムに活用されており、中でも教育分野

で山室様が携わってこられた国際親善奨学事業につ

いて、体験に基づいたエピソードが大変興味深くため

になる貴重なお話でした。卓話の時間に限りがあり残

念でしたが、もう少しお聞きしたかったです。

できましたら、プログラム委員長と相談してパート２を

お願いしたいと思います。

本日はとても有意義な時間を過ごすことができました。

有難うございました。

 本日の災害義援金     9,000円

　　　　累計金額    169,000円

クラブ会報委員長：望月幹仁

本 日 の 卓 話

「Ｒ財団を通じて出会ったこと、ひと」

国際ロータリー

第2590地区

Ｒ財団副委員長

山 室 宗 作 様

卓話はＨＰ上からダウンロードしお聴きになれます

※パスワードが必要な会員向けの配信です

【MEMO】


