
 
  

 
 
 

 

【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  小泉 繁勝親睦活動副委員長 

今後のプログラム予定 
12・1月 プログラム名 

 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  

金子会長よりお話 

      12月 29日 休会 

 第 1例会  1月 5日 

新春例会 会員お祝い 

米山奨学金授与式 

お琴演奏会 長戸はるみ様 

      矢野加奈子様 

理事役員会 

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 43名 

1名 

対象外 

（1） 

100% 

欠 11名 

対象外 

（9） 

MU3名 94.29% 

【本日の欠席者】 

市川 宏 会員 

ニコニココーナー 
川崎とどろき RC 会長・幹事 

内野 徹 様：本日は親クラブ川崎中 RC年忘れ家族会 

冨岡茂太郎様 ご盛会にて、おめでとうございます。日 

頃は物心両面にて、ご支援ご指導を頂きま

して、心から御礼申し上げます。本日は楽

しみにして参りました。よろしくお願い申

し上げます。 

川崎北 RC 

朝山 浩 様：ファミリーでお世話になります。 

川崎高津南 RC 

長戸 はるみ様：いつもお世話になります。お正月の初

例会もよろしくお願いいたします。 

金子 利昭会員：本日の家族会、皆様よろしくお願いい

たします。楽しいひとときをお過ごしくだ

ゲスト 
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さい。 

叶野 聡 会員：家族会楽しみにしていました。よろし

くお願いします。 

小島 満 会員：本日はよろしくお願いします。 

市川 実 会員：よろしくお願いします。 

田邉 進 会員：よろしくお願いします。 

伊藤 文治会員：家族のご盛会をお祝い申し上げます。

親睦委員会の皆様、お世話になりありがと

うございます。 

長谷川俊雄会員：親睦委員会の皆様ご苦労様。お世話に

なります。 

井上 光明会員：よろしくお願いします。 

松田 敏治会員：よろしくお願いします。 

髙木 洋一会員：よろしくお願いします。 

池田 亨 会員：本日はよろしくお願いいたします。楽

しみにしております。 

内藤 幸彦会員：次女の孫 2人(長男+次男）と一緒に参

加しました。よろしくお願いします。 

長谷山尚城会員：お世話になります。 

井上 裕司会員：お世話になります。 

細山勝三郎会員：本日は SAA・親睦の皆様ご苦労様です。

よろしくお願いいたします。 

中山 武夫会員：親睦さん、今日はお世話になります。 

小島 徹 会員：お世話になります。 

宇田 章二会員：よろしくお願いします。 

中田 泰光会員：よろしくお願いします。 

川口 禮敬会員：家族会お世話になります。大いに楽し

みますよう。 

萩原ひとみ会員：本日は、楽しみにしておりました。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

白井 正男会員：よろしくお願いします。 

堀一 慶明会員：役員および親睦委員の皆様今日はご苦

労様です。お世話になります。 

小泉 繁勝会員：本日のクリスマス家族会楽しみにして

おりました。委員の皆様ご苦労様でした。 

廣山 宗一会員：本日はお世話になります。よろしく。 

鹿島 義久会員：本日は年忘れ家族会、SAA・親睦の皆

様には大変お世話になります。会員の皆様、

一年間大変お世話になりました。 

冨岡 昭一会員：本日はお世話になります。 

渡邉 新治会員：よろしくお願いします。 

清水 専吉会員：本日よろしくお願いします。 

伊藤 稔 会員：年忘れ家族会お世話になります。 

上原 伸一会員：本日は、年忘れ家族会です！よろしく

お願いします。 

小丸日出夫会員：今日はロータリーの最大の行事の一つ

であります「年末家族会」です。志村親睦

委員長が急用で欠席になりましたが、親睦

活動委員会の総力を挙げて皆様方のお世話

をしたいと思います。最後までごゆっくり

と楽しんでください。 

長戸 隆彦会員：①本日は、家族会よろしくお願いいた

します。②本日も大変多くのニコニコあり

がとうございました！ 

 

 

 

会 長 報 告 金子 利昭会長 

１． 地区より 2015年 12月のロータリーレートの

お知らせが届いております。 

1ドル＝120円 

（2015年 11月は 1＄＝120円） 

２． 中原警察署より新年恒例「武道始式」および「中

原区警察官友の会賀詞交歓会」のご案内が 

届いております。 

日 時：2016年 1月 19日（火） 

    午後 2時 ～（武道始式） 

    午後 5時 15～（賀詞交歓会） 

場 所：中原警察署 6F道場（武道始式） 

    中原警察署 5F講堂（賀詞交歓会） 

３． 2月 24日（水）開催の 6ＲＣ（場所：ＫＳＰ）

の集金をしておりますので、ご協力を 

お願いいたします。 

集金額：4,000円（会費 7,000円 内 3,000

円は例会費にて補充、自己負担として          

4,000円を集金するものです） 

合計 35件   54,000円 
累計 376件   489,000円 



幹 事 報 告 叶野 聡 幹事 

１． 例会変更 

川崎大師  12月 16日（水）→22日（火）  

      年忘れ家族会 

  横浜ベイシェラトン＆タワーズ 5F日輪 

     ＊12/16（水）ﾒｰｸｱｯﾌﾟﾃﾞｽｸございます。 

      12月 23日（水） 休会 

      12月 30日（水） 休会 

      1月 6日（水） →7日（木） 

       川崎日航ホテル 11F橘の間 

            新春4クラブ合同例会 

  （川崎南・川崎中央・川崎ﾏﾘｰﾝ・川崎大師） 

        ＊1/6（水）ﾒｰｸｱｯﾌﾟﾃﾞｽｸございます。 

川崎百合丘 12月 22日（水）年末家族会 

                     点鐘 18：00 

       ホテルモリノ新百合ヶ丘 7F 

      12月 29日（火） 休会 

      1月 5日（火）新年会 

            鐘 18：00 とん鈴 

川崎中央  12月 14日（月）→13日（日） 

      クリスマス家族会 点鐘 18：00 

      12月 28日（月） 休会 

      1月 4日（月） →7日（木） 

             川崎日航ホテル 

          新春 4クラブ合同例会 

（川崎南・川崎中央・川崎ﾏﾘｰﾝ・川崎大師） 

      1月 11日（月） 休会 

２． 会報受理 

 川崎とどろき RC 次週回覧いたします。 

年忘れ家族会の様子 

 
【金子会長による挨拶！】 

 
【細山前会長による乾杯の挨拶】 

 

 
【親睦活動委員会による白熱の抽選会！豪華賞品があた

った人は？？？】 

 

 ビンゴあり、マジックありと、今年の家族会も非常に

盛り上がり、あっという間に時が過ぎてしまいました。 

親睦活動委員会の皆様、ありがとうございました。 

           ＜会報委員長・長谷山尚城＞ 


