
 
  

 

 

 

 

【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  「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介  親睦活動委員会 小丸日出夫委員 

 

今後のプログラム予定 

11月 プログラム名 

 第 2例会 11月 17日 

Ｒ財団卓話  

地区 R財団補助金委員長 

吉田裕一郎様(横浜中 RC) 

      11月 24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 

44名 34名 

10名 

対象外 

（9） 

97.14% 

欠 9名 

対象外 

（7） 

MU2名 94.44% 

【本日の欠席者】 

市川 宏 会員  三木 治一会員  小林 敏伸会員 

中田 泰光会員  長谷川俊雄会員  鹿島 義久会員 

小山 政吉会員  島 利夫 会員  清水 専吉会員 

志村 修司会員  長谷山尚城会員 

ニコニココーナー 

金子 利昭会員：松田敏治様、当クラブへの入会おめで

とうございます。ロータリークラブを楽し

んでください。貝田充会員、会社創業 40

周年大変おめでとうございます。 

叶野 聡 会員：①貝田充さん。創業 40 周年おめでと

うございます。昨日の祝賀会、楽しませて

いただきました。②内藤幸彦さん。先日の

「エチオピア料理とダンスの夕べ」有意義

なひと時でした。ありがとうございました。 

小山 政吉会員：パストガバナー市川様、卓話楽しみに

しております。本日もよろしくお願いいた

します。 

伊藤 文治会員：待ち望んでおりました松田敏治さん、

ご入会をお祝い申し上げます。 

小川 慶一会員：本日は、合同情報集会よろしくお願い

いたします。 

内藤 幸彦会員：貝田会員、東京エンジニアリング創立

40周年おめでとうございました。お父様・

お母様を大切にさらに貝田さんの力で躍進
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されますようお祈りいたします。 

渡邉 新治会員：本日もよろしくお願いいたします。 

田邉 進 会員：本日は、よろしくお願いします。よう

こそ松田さん中クラブへ！ 

伊藤 稔 会員：久しぶりの夜間例会お世話になります。

よろしくお願いいたします。 

川口 禮敬会員：①松田さん入会おめでとうございます。

②夜間例会（合同情報集会）お世話になり

ます。 

小泉 繁勝会員：松田様、新入会を大いに歓迎いたしま

す。 

髙木 洋一会員：合同情報集会、夜間例会よろしくお願

いいたします。松田さん入会おめでとうご

ざいます。 

小島 徹 会員：夜間例会お世話になります。松田さん

入会おめでとうございます。ロータリーラ

イフ楽しんで下さい。 

井上 裕司会員：お世話になります。 

白井 正男会員：本日、松田様の入会をお祝い申し上げ

ます。また合同情報集会お世話になります。 

貝田 充 会員：昨日は弊社創業記念会にお越しくださ

いました皆様方大変ありがとうございまし

た。おかげ様で盛り上がりました。 

上原 伸一会員：松田様の入会を歓迎します。 

冨岡 昭一会員：お世話になります。 

池田 亨 会員：本日は、お世話になります。 

中山 武夫会員：夜間例会お世話になります。 

堀一 慶明会員：松田様、入会おめでとうございます。 

長戸 隆彦会員：貝田さん、創業 40 周年おめでとうご

ざいます！すばらしい祝賀会でしたね！ 

 

 

 

 

会 長 報 告 金子 利昭会長 

１． 地区より 2015年 11月のロータリーレートの

お知らせが届いております。 

2015年 11月 1ドル＝120円 

（2015年 10月は 1＄＝120円） 

２． 地区よりクラブクラブ奉仕委員長会議開催の

ご案内が届いております。 

日 時：11月 17日（火）15：00～17：30 

場 所：メモワールプラザソシア 21 4F「ウ

イング」 

３． 地区よりクラブ職業奉仕委員長会議開催のご

案内が届いております。 

日 時：12月 8日（火）15：00～17：00 

場 所：メモワールプラザソシア 21 4F「ウ

イング」 

４． 地区よりクラブ国際奉仕委員長会議開催のご

案内が届いております。 

日 時：11月 27日（金） 

    会 議 15：00～17：00 

    懇親会 17：00～18：00 

場 所：メモワールプラザソシア 21 ４F

「ザ・ウイング」3F「フィレンツェ」 

５． 公益財団法人ロータリー日本財団より寄附（ポ

リオ・ベネファクター・PHF）の領収書が届

いております。なお、確定申告(個人用)の寄附

領収書は 1月末に送付されます。 

６． 国際ロータリー日本事務局より財団寄付金のベ

ネファクターの認証状とピンおよびポールハ 

リスフェローのピンが以下の方に届いておりま

す。 

 ＜ベネファクター＞金子会長・小林会員 

 ＜ポールハリスフェロー＞伊藤(文)会員・ 

  井上(裕)会員・小川会員・長谷山会員・ 

  叶野会員・上原会員 

７． 横浜西 RCより「わくわく(WAKUWAKU)チャ

リティーコンサート」開催のご案内が 

届いております。 

日 時：11 月 19 日（木）開場 17：00 開

演 17：30 

開 場：関内ホール 小ホール 

詳細はポスティングしております。 

 

幹 事 報 告 叶野 聡幹事 

合計 21件   22,000円 

累計 306件   395,000円 



１． 例会変更 

川崎鷺沼 11月 11日（水）→14日（土）移動例会 

          地区大会参加 パシフィコ横浜 

     12月 16日（水）年末家族会 点鐘 18：00 

   ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 

     12月 23日（水）   休会 

     12月 30日（水）→18（金）移動例会 

     川崎西 RC創立 50周年記念式典・祝賀会に 

     出席 

新川崎  11月 11日（水）→14日（土）移動例会 

     地区大会参加  

         ↓ 

     11月 11日（水）第 1000回記念例会 

               夜間例会「煌蘭」 

     11月 18日（水）→14日（土）移動例会 

                  地区大会参加 

            （前倒しで振替のため休会） 

川崎大師 11月 11日（水）→14日（土）移動例会 

                   地区大会参加 

     11月 25日（水）→30日（月）3クラブ合同 

               夜間例会 点鐘 18：30 

        （川崎中央・川崎マリーン・川崎大師） 

         川崎日航ホテル 12F「西・中の間」 

    ※11日・25日メークアップデスクございます。 

      川崎大師平間神社 信徒会館 1F ｽﾃﾝﾄﾞﾎｰﾙ 

                 12：00～12：30 

川崎宮前 11月 17日（火）→14日（土）移動例会 

                   地区大会参加 

    12月 8日（火）年忘れ家族会 点鐘 18：00 

                  「花屋（用賀）」 

    12月 29日（火）    休会 

    1月 5日（火）     休会 

川崎幸  11月 13日（金）→14日（土）移動例会 

               例会後 地区大会参加 

     例会場：パシフィコ横浜会議センター 6F 

           「ベイリッチ カフェテラス」 

   12月 18日（金） →15日（火）移動例会 

                   年忘れ家族会 

     横浜ベイシェラトン＆タワーズ 4F「浜風」 

 

2.   次月 12/1（火）例会は、エポックなかはらで

す。点鐘 17：30 

  

お 祝 い ご と 

入会記念日 

堀一 慶明会員 

渡邉 新治会員 

長谷山尚城会員 

 

会員誕生日 

伊藤 文治会員 

三木 治一会員 

堀一 慶明会員 

小島 徹 会員 

萩原ひとみ会員 

柾木 國義会員 

 

結婚記念日 

廣山 宗一会員 

堀一 慶明会員 

川口 禮敬会員 

白井 正男会員 

鹿島 義久会員 

市川 宏 会員 

叶野 聡 会員 

 

配偶者誕生日 

三木 治一会員 道子様   

井上 裕司会員 美佐子様  

 

新入会員・歓迎式 

  

新会員である松田敏治会員の入会式が行われた。 

 

第２回情報集会 

 会員増強に関するブレーンストーミングが行われた。

詳細は別紙のとおり。 


