
★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

　

○川崎西北ＲＣ
 10/26（木）夜間例会　18：30　柏屋
 11/9（木）⇒11（土）に変更　地区大会
 11/23（木）祝日休会
○川崎とどろきＲＣ
 10/9（月）休会
 10/16（月）⇒17（火）に変更
 　　　　　　　 川崎中ＲＣ創立45周年記念式典出席
○川崎中ＲＣ
 10/17（火）川崎中ＲＣ創立45周年記念式典
 　　　　　　　 ホテル精養軒　15：00
 10/24（火）夜間例会（45周年慰労・反省会）18：00
 10/31（火）休会
○川崎南ＲＣ
 10/24（火）移動例会「煌蘭」
 11/28（火）職場訪問移動例会ｷﾝｸﾞｽｶｲﾌﾛﾝﾄ
○新川崎ＲＣ
 10/11（水）親睦ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会　川崎ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾞｳﾙ
 10/25（水）公式クラブ協議会開催のため　
 11/15（水）⇒11（土）地区大会へ参加　
 11/29（水）⇒休会（理事会裁量による）　

◎ 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」
◎ 10月26日（木) 「会員卓話」  
 松中 秀司 会員
　　　　　　　　　　　 野口 四郎 会員

＊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
   
     

　　　　

　　

○ありません

　　

　　

■林   伸彦　親睦活動委員長
　 10/17(火)  楽しい釣り大会の件
　 11/ 2（木） 鎌倉散策の出欠の件
■増田敏雄  地区米山奨学金増進委員
　 10月米山月間に伴いご寄付のお願い
 （米山ビデオ映像の上映）

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
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　出　席　報　告                                           　　中條藝立 出席委員長
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会　長　報　告 小枝義夫 会長

1.九州で発生しました震災に対し、クラブの義援
 金より50万円を甘木ＲＣへ寄付をさせていただき
 ました。本日、御礼状が届きましたので皆様に
　 ご報告をさせていただきます。
2.本日、13：00～ソシア21にて地区米山カウンセ
 ラー会議が開催されます。
  三野カウンセラー、増田地区米山奨学金増進委
 員が参加いたしますので宜しくお願いします。
3.10/6(金)７ＲＣ親睦ゴルフ大会参加の皆様、宜し
 くお願いします。
　 飯坂、伊藤(秀)、小山、増田(敏)、宮本、山﨑、
 増田(洋)、島田（敬称略８名様）

髙橋知里・山﨑美津夫

　　　　

 小山、増田(敏)、野口、轟、三野、鈴木ご夫妻、
 小枝ご夫妻（敬称略９名）
3.10/7(土)水辺の楽校「ハゼ釣り教室」13-15時　
4.10/27(金)地区補助金プロジェクトにて川崎消
  防署への寄贈品贈呈式開催します。
　 集合13：45、贈呈式 14：00～ 防災訓練 14：30～
5.11/16（木）３Ｒ合同親睦夜間例会は、今回はマ
 リーンが担当です。会場準備等ご協力のほどご
 参加をお願い致します。
6.本日、理事会を開催いたします。

　　　　 小枝義夫 会長 ゲ  ス  ト  紹  介

　　　　

　　

○ロータリー米山奨学生

　陳成姫さん

　　

　三野カウンセラーより

　米山奨学金の授与

1.例会変更のお知らせ
2.昨日、ポリオ撲滅チャリティディナーパーティに
 ご参加いただいた皆様、お疲れ様でした。

増田洋一　幹事幹　事　報　告



本日のニコニコ　　  25,000円

　　　累計金額 　  357,000円

　ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 伊藤秀司 副会長

　　
◆秦会員

 本日は卓話の御指名で少々話をさせてもらいます。

 聞きにくいことでしょうがニコニコを少々はずみます

　 ので勘弁してください。

◆島田会員

 本日は私のつたない卓話で皆様にご迷惑をお掛け

 致します。

◆塩野会員

 歓迎会有難うございました。

 これからご指導宜しくお 願いします。

◆ 山﨑会員

  先日の新会員歓迎会をドタキャンしてしてしまい、

 すみ ませんでした。

 秦会員、島田会員本日の卓話楽しみ にしています。

◆小山会員

 秦さん、島田さん、本日の卓話楽しみです。

 昨日の地区大会ﾎﾟﾘｵ撲滅ﾁｬﾘﾃｨﾃﾞｨﾅｰｼｮｰにご参

 加の皆様、お世話になりました。

◆鈴木会員

 昨日のﾃﾞｨﾅｰﾊﾟｰﾃｨｰ出席の皆様、お疲れ様でした。

 久しぶりの家内を連れてのロータリー行事でしたが

 何故がとても疲れました．．．フゥ～

◆河口会員

 秦さん、島田さん、本日の卓話宜しくお願い致します。

◆山本会員

 秦様、島田様、本日の卓話楽しみにしております。

◆轟会員

 秦、島田両先輩、本日の卓話楽しみです。

◆中條会員

 本日は秦明様、島田精二様の卓話楽しみにしており

 ます。

◆小枝会員

 会社に来たら皆大変上機嫌でした。決算賞与を出し

 たせいだと思います。ロータリーだの何だのと道楽 社

 長と思われないように仕事も頑張りました。

 私も気分よく少し多めにニコニコに入れました。

◆増田(洋)会員

 子会社の決算が無事終了しました。今月も別の子会

 社の決算です。

◆伊藤(秀)会員

 明日の７クラブゴルフ頑張ってきます。

 本日の災害義援金    11,000円

　　　　累計金額    180,000円

クラブ会報委員長：望月幹仁写真撮影：増田敏雄

本 日 の 卓 話

「会員卓話」

R財団・米山学友の演奏家たちの共演によるディナー
ショーが開催されました。クラブ会員、奥様方、そして
米山奨学生陳さんが参加いたしました。

第35回目を迎える第１グループ親睦ゴルフ大会が
開催されました。クラブから8名の方に参加いただき、
マリーンは５位でした。皆様、大変お疲れ様でした。

水辺の楽校～ハゼ釣り大会～が開催され、天候も良く
近隣から多くの御子さんが参加し釣りを楽しみました。
増田会員と小枝会長も子供の見守り役として参加しま
した。

秦　明 会員 島田 精二 会員

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

　

　

 10/4(水)ﾎﾟﾘｵ撲滅ﾁｬﾘﾃｨﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ

 10/6(金)7ｸﾗﾌﾞ親睦ゴルフ大会

　
  10/7(土)水辺の楽校 ～ハゼ釣り大会～

　　　　


