
 
  

 
 
 

 

【会長テーマ】 ： 健 康 で 明 る い 環 境 を つ く ろ う                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

例 会 報 告 
 開会点鐘  金子 利昭 会長 

 司  会  貝田 充 SAA 

 合  唱  「我らの生業」 

 お客様紹介  志村修司親睦活動委員長 

 

今後のプログラム予定 

７・8月 プログラム名 

 第 3例会 7月 21日 
創立記念卓話 

小川 慶一会員 

 第 4例会 7月 28日 

ガバナー公式訪問 

箕田 敏彦ガバナー 

（横浜ＲＣ） 

 第 1例会 8月 4日 

会員お祝い 

入会卓話 柾木國義会員 

理事役員会 

 第 2例会 8月 11日 休会 

出 席 報 告 廣山宗一出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

43名 37名 

6名 

対象外 

（5） 

97.39% 

欠 9名 

対象外 

（8） 

MU0名 92.11% 

【本日の欠席者】 

市川 宏会員   三木 治一会員  小林 敏伸会員 

長谷川俊雄会員  白井 正男会員  渡邉 新治会員 

ニコニココーナー 

簑原 利憲様：久しぶりにロータリーの例会出席でとて 

川崎北法人会  も懐かしい気持ちでロータリーソングを 

会長     大声で歌わせてもらいます。 

金子 利昭会員：川崎北法人会会長簑原利憲様、事務局

長曽根田哲様、鈴虫の会ようこそお越しく

ださいました。 

小島 満会員：先日はお祝いを頂きありがとうございま

す。心ばかりの品をポストに入れさせて頂

きました。 

叶野 聡会員：各委員会の委員長の皆様、一年間よろし

くお願いします。 

志村 修司会員：①新年度、初例会から休み親睦委員ま

た会員の皆様方には大変ご迷惑をおかけい

たしました。今後ともよろしくお願い致し

ゲスト 
簑原 利憲 様 

公益社団法人 
川崎北法人会 会長 
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ます。②先般、母の葬儀には会員の皆様方

には公私ともお忙しいところ大勢の方にご

会葬を頂きありがとうございます。お礼申

し上げます。 

小山 政吉会員：金子丸の船出おめでとうございます。

本年度もよろしくお願いいたします。 

伊藤 文治会員：今年は雑誌広報の担当です。一年間よ

ろしくお願いします。 

細山勝三郎会員：いよいよ本年度委員長挨拶です。本年

もよろしくお願い致します。 

川口 禮敬会員：猛暑が続いています。熱中症にご注意

ください。 

内藤 幸彦会員：小島満会員、叙勲受章記念品ありがと

うございます。謹んで頂きます。 

上原 伸一会員：小島満会員、この度は叙勲受章おめで

とうございます。また、ご丁寧に記念の品

頂きありがとうございます。 

井上 裕司会員：小島満さん叙勲おめでとうございます。

簑原さん暑い中ご苦労様です。 

朝山 秀男会員：小島満氏には長年にわたる保護司活動

による叙勲誠におめでとう存じます。益々

のご活躍期待申し上げます。 

田邉 進会員：小島満様、叙勲受章おめでとうございま

す。 

髙木 洋一会員：鈴虫会会長簑原さん、ようこそお出で

くださいました。 

萩原ひとみ会員：今日は鈴虫祭りの件で川崎北法人会会

長簑原様お越し頂きましてありがとうござ

います。昨日も中原工場協会のファーラム

でのお話とても勉強になりました。 

中田 泰光会員：本日もよろしくお願い致します。 

島 利夫 会員：金子会長のご活躍を期待しております。 

長谷山尚城会員：上原さん、昨日は弁護士会川崎支部の

研修講師ありがとうございました。 

田中 信夫会員：先週は休んでしまい申し訳ありません。

小島満さん、叙勲おめでとうございます。 

長戸 隆彦会員：本日もたくさんのニコニコありがとう

ございます。 

 

 

 

会 長 報 告 金子利昭会長 

１． 地区より「第 14回ロータリー全国囲碁大会」

のご案内が届いております。 

日時：10月 3日（土） 登録受付 9：30 開

会式 10：00 表彰式 16：00 

会場：日本棋院会館本院（東京・市ヶ谷） 

詳細は回覧いたします。参加を希望される方

は 8月末まで事務局までお申し出ください。 

２． 青少年交換学生樋口万葉さんより月例レポー

ト（6月）が届いております。 

回覧いたします。 

３． 川崎いのちの電話より「広報誌」および「事業

案内」が届いております。またチャリティー 

     コンサート・講演会のご案内も届いておりま 

     す。回覧いたします。 

幹 事 報 告 叶野聡幹事 

１． 例会変更 

 川崎高津南  7月 20日(月)  休会 

        7月 27日(月)  →26日(日)に 

        移動例会 高津区民祭に参加 

        明治安田生命ビル前 

 川崎鷺沼   7月 15日(水) 移動例会  

        点鐘 18：30箱根湯本「吉池旅館」 

        16：30～クラブ協議会開催 

        7月 22日(水)移動例会 点鐘 17：00 

        交換学生歓送会 

        ロイヤルウィングディナークルーズ 

             8月 12日(水)  休会 

 神奈川    7月 20日(月) 休会 

        8月 10日(月) 夜間例会 

        点鐘 18：30 

        9月 21日(月) 休会 

        １０月 12日(月)休会 

        １０月 19日(月) 夜間例会 

        １１月２３日(月) 休会 

合計 22件   30,000円 
累計 57件    85,000円 



   川崎とどろき  7月 20日(月)   休会 

           8月 10日(月)   休会 

                      

２． 2015-16年度活動計画書受理 

 川崎マリーンＲＣ 川崎西ＲＣ 

 事務局にて保管しております。 

３． 本日例会終了後、理事・役員会がございます。

関係各位のご出席をお願いいたします。 

 

委員長就任挨拶 

各委員会の委員長から、新年度に向けての抱負が述べ

られました。 

なお、私は、２年連続で広報委員長という大役を仰せ

つかりましたが、就任挨拶にて、今年度で退任させて頂

くことを、皆の前で宣言させて頂きました。 

あと１年、広報委員長を担当させて頂きますので、よ

ろしくお願いします。 

         （広報委員長 長谷山 尚城） 

 

 

 


