
 
  

 
 
 

 

【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  「四つのテスト」 

 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 
1月 プログラム名 

 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 

    （川崎高津南 RC） 

      矢野加奈子様 

   （実践女子学園講師） 

理事役員会 

 第 2例会 1月 12日 

女性ボーカルユニット 

「Alisa＆Seira」 

“なつかしのﾋｯﾄﾊﾟﾚｰﾄﾞ” 

 第 3例会 1月 19日 

職業奉仕月間卓話 

箕田 敏彦ガバナー 

（横浜 RC） 

職業奉仕の理念と捉え方 

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 

（7） 

81.08% 

欠 6名 

対象外 

（1） 

MU0名 100% 

【本日の欠席者】 

市川 宏 会員  三木 治一会員  柾木 國義会員 

叶野 聡 会員  堀一 慶明会員  小島 徹 会員 

鹿島 義久会員  上原 伸一会員  中田 泰光会員 

小山 政吉会員  髙木 洋一会員  宇田 章二会員 

井上 裕司会員  井上 光明会員 

ニコニココーナー 
金子 利昭会員：今年度上半期が終わり、残り半期とな

ります。来年もよろしくお願いいたします。 

小島 満 会員：一年間お世話になりました。皆様、良

いお年をお迎えください。 

渡邉 新治会員：本日もよろしくお願いいたします。 

伊藤 文治会員：早や金子会長年度も半期を終えます。

会員皆様、一年間大変お世話になりありが

とうございます。 

中山 武夫会員：本年、お世話になりました。来年もよ

ろしくお願いいたします。 
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田邉 進 会員：27年の納会に参加でき幸せです。来年

には傘寿となりますが、元気で例会を楽し

みたいです。 

廣山 宗一会員：今年も大変お世話になりました。皆様

良い年をお迎えください。 

小川 慶一会員：いつも元気で、皆様にお会いできるの

を楽しみに例会に参加しております。 

小泉 繁勝会員：今年一年お世話になりました。皆様の

来たる年のご多幸をお祈りいたします。 

清水 専吉会員：一年間お世話になりました。 

細山勝三郎会員：一年間ありがとうございました。来年

も良い年をお迎えください。 

市川 実 会員：本日は納会、来年もよろしくお願いし

ます。 

島 利夫 会員：今年は大変お世話になりました。来年

も良い年でありますように。 

池田 亨 会員：今年も大変お世話になりました。会員

の皆様、良いお年をお迎えください。来年

未よろしくお願いいたします。 

伊藤 稔 会員：本年もクラブの皆様に大変お世話にな

りました。 

小林 敏伸会員：よろしくお願いいたします。 

白井 正男会員：今年最後の例会となりました。大変お

世話になりました。 

貝田 充 会員：今年一年お世話になりました。来年も

よろしくお願いします。SAA一同。 

冨岡 昭一会員：お世話になりました。来年もよろしく

お願いいたします。 

内藤 幸彦会員：①平成 27 年も皆様と一緒に平和に安

全に過ごすことができました。ありがとう

ございました。②川崎在住・在勤の青年海

外協力隊ＯＢ・OG を捜しています。お近

くに心当たりの方がいらっしゃいましたら

お知らせください。来年もよろしくお願い

します。 

川口 禮敬会員：①今年一年会員の皆様には大変お世話

になりました。来年もよろしくお願いいた

します。②金子会長卓話ご苦労様です。楽

しみに拝聴させていただきます。 

長戸 隆彦会員：本年は、会員皆様には大変お世話にな

りました。来年もニコニコよろしくお願い

します！ 

 

 

 

会 長 報 告 金子 利昭会長 

１． 地区より第48回インターアクト年次大会開催

のお知らせが届いております。 

日 時：1 月 17 日（日）9：30～16：00 予

定（受付 9：00～） 

会 場：関東学院中学校高等学校 

２． 川崎宮前 RC（ホストクラブ）より、IIMのリ

ーフレットが届いております。ポスティング 

いたします。 

３． タウンニュース中原版に川崎とどろきＲＣの

社会奉仕活動（川崎市特別養護老人ホームす

みよしへの訪問）の記事が掲載されておりま

した。また川崎中原 RCの地域貢献活動も掲載

されておりましたので併せて回覧いたします。 

４． ロータリー米山記念奨学会より米山功労クラ

ブ感謝状（当クラブ宛）が届いております。 

表彰回数：第 46回米山功労クラブ 

※「米山功労クラブ」は個人・法人・クラブ

扱いすべての特別寄付金が対象となり、特別 

寄付累計額が 100万円を超える毎に表彰され

ます。回覧いたします。 

５． ロータリー米山記念奨学会より米山功労クラ

ブ感謝状（個人宛）が届いております。 

第 9回 小川 慶一会員 

第 8回 髙木 洋一会員 

第 6回 長谷川俊雄会員 

第 6回 上原 伸一会員 

第 5回 三木 治一会員 

第 4回 金子 利昭会員 

第 3回 萩原ひとみ会員 

第 2回 叶野 聡 会員 

第 1回 小丸日出夫会員  

          以上 9名の方々です。 

合計 22件   25,000円 
累計 419件   531,000円 



６． ２/９（火）開催のＩＭの点鐘につきまして、

以下のとおり訂正させていただきますので 

よろしくお願いいたします。 

＜訂正前＞ 点鐘：１５：００ 

＜訂正後＞ 点鐘：１４：３０（リーフレッ

ト記載どおり（開会式：14：30～）） 

 お間違えのないようお願いいたします。 

幹 事 報 告 渡邉 新治 副幹事 

１． 例会変更 

川崎高津南 1月 4日（月） 休会 

      1月 11日（月）休会 

      1月 18日（月）新年初例会 

              獅子舞 

川崎西   1月 1日（金） 休会 

川崎ﾏﾘｰﾝ  1月 7日（木）新春 4クラブ 

          合同例会 点鐘 12：30 

             川崎日航ホテル 

 （川崎南・川崎大師・川崎中央・川崎ﾏﾘｰﾝ） 

     1月 21日（木） 昼例会を 

      夜間例会に変更 点鐘 18：.00 

           サンピアンかわさき 

          富津シティ RC合同 

      「川崎大師参拝・夜間合同例会」 

 ＊7・21日メークアップデスクございます。 

川崎幸   1月 1日（金）  休会 

      1月 22日（金） 夜間例会  

              点鐘 18：00 

             川崎日航ホテル 

          新川崎 RCと合同例会 

      2月 12日（金）→9日（火） 

        移動例会 例会後 IM参加 

  川崎市福祉センター エポックなかはら   

２． ＜再連絡＞年会費（1 月～3月）93,500円を

1/4（月）にご指定の口座より引き落としさせ

ていただきます。現金で納入の方は 1 月の例

会時にお願いします。 

（内訳） 

IM登録料（全員登録）  5,000円 

地区事業費       13,500円 

年会費（1月～3月）  75,000円 

３． ハイライトよねやま 189 号が届いております。

回覧いたします。 

４． 1/5（火）例会終了後、理事・役員会がござい

ます。 

会長卓話 ～前半期を振り返って 

 

【前半期の半年を笑顔で振り返る金子会長】 

【卓話概要】 

 半年を振り返っての印象はとにかく忙しかったという

ことです。もっとも、その中で外部のロータリアンとの

交流が持てたというのは非常に良かったです。これまで

ゴルフくらいしか参加していなかった私にとっては、と

ても意義深いものでした。 

 箕田ガバナーも「初心に帰れ」ということを言ってい

ますが、ロータリーの原点である異業種の方との交流を

持ち、相互に協力し合える関係を築いていくことが重要

であるということを改めて感じました。 

 残り半年の会長任期となりましたが、これからもよろ

しくお願いします。 

【感想】 

 会長になる以前からもともと多忙な金子会長でしたが、

会長になった後はとにかく忙しそうで、体調面など心配

する会員の方もいました。しかし、晴れやかな笑顔で半

期を振り返っている姿を見て、会員皆がホッとしたかと

思います。会長任期もあと半年ですが、よろしくお願い

します。        （会報委員長 長谷山 尚城） 

 


