
 
  

 
 
 

 

【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  小島 満 副会長 

 司  会  貝田 充 SAA 

 合  唱  「我らの生業」 

 お客様紹介  親睦活動委員会 志村修司委員長 

今後のプログラム予定 
12月 プログラム名 

 第 1例会 12月 1日 

会員お祝い 

米山奨学金授与式 

年次総会 

理事・役員会 

移動例会 ｴﾎﾟｯｸなかはら 

 第 2例会 12月 8日 

年忘れ家族会 

横浜ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝ&ﾀﾜｰｽﾞ 

点鐘 17：30 

 第 3例会 12月 15日 
疾病予防と治療月間 

島 利夫会員 

 第 4例会 12月 22日 
納会  

髙木研修ﾘｰﾀﾞｰよりお話 

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 30名 

14名 

対象外 

（11） 

90.91% 

欠 8名 

対象外 

（6） 

MU1名 94.59% 

【本日の欠席者】 

市川 宏 会員  三木 治一会員  小林 敏伸会員 

朝山 秀男会員  堀一 慶明会員  井上 光明会員 

小山 政吉会員  清水 専吉会員  金子 利昭会員 

小島 徹 会員  中山 武夫会員  小川 慶一会員 

冨岡 昭一会員  渡邉 新治会員 

ニコニココーナー 
第 2590地区Ｒ財団補助金委員長（横浜中ＲＣ） 

吉田 裕一郎様：本日はよろしくお願いいたします。 

川崎鷺沼ＲＣ 

小川 湧三 様：お世話になります。 

金子 利昭会員：本日法人監査の為、例会に出席できま

せんので小島副会長にお願いします。地区

ロータリー財団補助金委員長吉田裕一郎様

よろしくお願いいたします。 

叶野 聡 会員：地区ロータリー財団補助金委員長吉田

裕一郎様、卓話楽しみに拝聴させていただ

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ 
吉田裕一郎様 

第 2590地区 2015-16年度 
Ｒ財団補助金委員長（横浜中ＲＣ） 

ｹﾞｽﾄ 
小川 湧三様 
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きます。よろしくお願いいたします。 

小島 満 会員：①金子会長が休会です。よろしく。②

吉田地区ロータリー財団補助金委員長様、

卓話楽しみにしています。 

中田 泰光会員：会員の皆様には様々お世話になりあり

がとうございました。本日もよろしくお願

いいたします。 

小山 政吉会員：諸用の為、欠席させていただきます。 

髙木 洋一会員：ロータリー財団卓話吉田裕一郎会員あ

りがとうございました。 

伊藤 文治会員：本日はご多忙の中、吉田裕一郎様には

卓話をいただきありがとうございます。 

内藤 幸彦会員：都合により早退させていただきます。

青年海外協力隊創立 50 周年記念イベント

へ参加に行きます。 

鹿島 義久会員：①次週の情報集会は欠席し、上原さん

には大変お世話になりました。②全国菊花

大会に 27 年目に入選しました。全国より

山形に 6,000店出品の中での当選でありま

した。 

柾木 國義会員：吉田様、卓話よろしくお願いします。 

田邉 進 会員：妹、垣内宣子の絵画展が 23 日から銀

座文芸春秋画廊で始まりますので皆様のご

参加をよろしくお願いいたします。 

白井 正男会員：本日の卓話、地区ロータリー財団補助

金委員長吉田裕一郎様、よろしくお願いい

たします。 

伊藤 稔 会員：本日は地区補助金委員長吉田裕一郎様

お忙しいところありがとうございます。よ

ろしくお願いいたします。 

川口 禮敬会員：吉田裕一郎様、卓話ありがとうござい

ます。拝聴させていただきます。 

長戸 隆彦会員：地区ロータリー財団補助金委員長吉田

様卓話よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

会 長 報 告 小島 満 副会長 

１． 地区よりロータリー米山奨学生・学友 年末パ

ーティー開催のご案内が届いております。 

日 時：12月 6日（日） 18：00～20：30 

場 所：ホテルキャメロットジャパン 5Ｆ

「ジュビリーⅡ」 

 

２． 社会福祉法人 川崎いのちの電話より会報「広

報誌 85号」「きたやまおさむ氏講演会」の 

ご案内が届いております。回覧いたします。 

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 

１． 例会変更     

川崎高津 12月 10日（木） 夜間例会に 

      変更 18：00～ 年末家族会 

   ホテル KSP 5Fウィズ・ア・スマイル 

     12月 17日（木）→18日（金）に 

                  変更 

川崎西 RC創立 50周年記念例会に移動例会 

            ホテル KSP 3F 

      12月 24日（木） 休会 

      12月 31日（木） 休会 

川崎ﾏﾘｰﾝ 12月 17日（木） 夜間移動例会 

       クリスマス家族例会 点鐘 18：30 

   横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 

      ＊メークアップデスクあります。 

     12月 24日（木） 休会 

     12月 31日（木） 休会 

川崎高津南 12月 7日（月）  通常例会 

                   年次総会 点鐘 18：30 

      12月 14日（月）→18日（金） 

                                移動例会 

   川崎西RC創立 50周年記念式典に出席 

       12月 21日（月） 年末家族会 

                             点鐘 18：30 

         12月 28日（月）  休会 

合計 17件   22,000円 
累計 323件   417,000円 



２． 会報受理 

 川崎高津 RC 川崎南 RC 回覧いたします。 

  

３． 来週 11/24（火）は、休会です。 

再来週 12/1（火）はエポックなかはら 7F に

て移動例会です。点鐘 12：30 

 

卓 話・ロータリー財団に関して  

第 2590地区 2015-16年度  
R財団補助金委員長 吉田裕一郎様(横浜中 RC) 
 

 
【ロータリー財団で集めたお金の使途について説明する
吉田裕一郎様】 
 
【略歴】 
生年月日 昭和４１年３月３１日生（４９歳） 
出身地  鹿児島県 枕崎からもっと奥の坊津町 
出身校  大島商船高等専門学校 

１年留年 計 6年半学校に行きました。 
就 職   
２２歳 横河ジョンソンコントロールズ㈱入社 

（横河電機・ジョンソンコントロールズ資本提携） 
（現在はジョンソンコントロールズ㈱で１００％
外資系） 

 ３５歳 同社退社 
 ３６歳 社内独立支援制度第１号で独立 
     資本は３５％前会社資本 
 現在  株式会社 イーバンス 代表取締役 
業務内容 
  建物内の自動制御設備・電気設備・空調設備、
設計・施工・メンテナンス。監視カメラシステム
設計・施工・メンテナンス。ビル管理（桜木町ピ
オシティの管理もしています）。 

 

ロータリー歴 
2008年 11月～ 横浜中ＲＣ 入会 
2010年 7月～ 地区 R財団国際親善奨学金委員会委員 
2011年 7月～ 同上             委員 
2012年 7月～ 同上           副委員長 
2013年 7月～ 地区Ｒ財団補助金委員会  副委員長 
     地区Ｒ財団グローバル補助金委員会 委員長 
2014年 7月～ 横浜中ＲＣ 幹事 
2015年 7月～ 地区Ｒ財団補助金委員会   委員長 
 
【卓話概要】 

 

 

 



 

 

 

 

Ｒ財団資金がどのように使われているか、など丁寧に
説明して頂き、財団への理解が深まったと思います。お
忙しい中、ありがとうございました。 
会報委員長 長谷山尚城 


