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【会長テーマ】 ： 会 員 増 強 と ロ ー タ リ ー を 学 び 、 我 が 奉 仕              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 第 2Ｇ6ＲＣ合同賀詞交歓例会     
開催日時：2017年 1月 11日（水） 

場所：ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 

                3F ｢ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾙｰﾑ｣ 

幹事クラブ:川崎北 RC・川崎中原 RC          

 開会点鐘  戸張 裕康 会長（川崎中原ＲＣ） 

 司  会  江口 進ＳＡＡ（川崎中原ＲＣ） 

 合  唱  「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介  高瀬 建夫親睦委員長（川崎中原ＲＣ） 

ご挨拶並びに次年度ガバナー補佐紹介： 

 石塚 勝 第 2Gガバナー補佐（川崎鷺沼 RC） 

 内藤 幸彦 次年度第 2Gガバナー補佐（川崎中 RC） 

閉会の点鐘：松波 登会長（川崎北 RC） 

今後のプログラム予定 
1月 プログラム名 

第 3例会  1月 24日 
卓話 

川崎市議会議員 原 典之様 

第 4例会  1月 31日 

卓話  

IPS細胞と STAP細胞 

日本学術振興会学術システム 

研究センター 

相談役 黒木 登志夫様 

出 席 報 告 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

44名 23名 

21名 

対象外 

（14） 

76.67％ 

欠 0名 

対象外 

（0） 

MU0名 100% 

【本日の欠席者】 

三木 治一会員  市川 宏 会員  松田 敏治会員 

鹿島 義久会員  堀一 慶明会員  朝山 秀男会員 

原 敏之 会員  長谷川俊雄会員  長谷山尚城会員 

市川 実 会員  井上 裕司会員  貝田 充 会員 

小林 敏伸会員  柾木 國義会員  森田 淳 会員 

中山 武夫会員  大友 徹 会員  島 利夫 会員 

清水 専吉会員  志村 修司会員  白井 正男会員 

ニコニココーナー  
冨岡 昭一会長：新年あけましておめでとうございます。

今日は６RC 合同の新年賀詞交歓例会です。

幹事クラブ“川崎北RC”“”川崎中原RC“の皆
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様お世話になります。今年もよろしくお願

い致します。 

渡邉 新治幹事：本日もよろしくお願い申し上げます。 

田邉 進会員：本日もよろしくお願い致します。 

廣山 宗一会員：新年おめでとうございます。今年もよ

ろしく。 

金子 利昭会員：おめでとうございます。本年もよろし

くお願い致します。 

髙木 洋一会員：6RC合同例会よろしくお願い致します。 

内藤 幸彦会員：第 2グループ 6RC合同新春例会、皆様

ご準備誠にありがとうございます。今年も

一年よろしくお願い申し上げます。 

伊藤 文治会員：合同例会関係皆様お世話になります。 

伊藤 稔 会員：第 2 グループ合同例会お世話になりま

す。 

川口 禮敬会員：お世話になります。 

上原 伸一会員：お世話になります。 

小島 満 会員：SAA・親睦の皆様お世話になります。 

小島 徹 会員：合同例会お世話になります。 

宇田 章二会員：今年もよろしくお願いします。 

萩原ひとみ会員：本日もどうぞよろしくお願い致します。 

細山勝三郎会員：明けましておめでとうございます。本

年もご健勝でよろしくお願い致します。 

叶野 聡 会員：本年もよろしくお願いします。 

小丸日出夫会員：本年もよろしくお願いします。 

大牟田 淳会員：明けましておめでとうございます。本

年もよろしくお願い申し上げます。 

田中 信夫会員：よろしくお願いします。雪村いづみさ

ん楽しみです。 

小泉 繁勝会員：ロータリー合同例会、関係各位の会員

の皆様ありがとうございます。雪村いずみ

さんの歌、楽しみです。 

長戸 隆彦会員：本年もよろしくお願いします。 

合計  22件   22,000円 

累計 398件   460,000円 

 

 

 

    懇  親  会        
司会進行：野口 隆一ＳＡＡ（川崎北ＲＣ） 

開会の言葉・出演者紹介：松波 登会長（川崎北ＲＣ） 

鏡開き：各クラブの年男・年女（酉年生まれ）登壇 

乾杯：小泉正博第 2Ｇ直前ガバナー補佐（川崎中原ＲＣ） 

ショータイム・懇親 

雪村いずみ・田口やすひこ ショータイム 

花束贈呈：都倉八重子幹事（川崎中原 RC） 

閉会の言葉：大塚正一会長ｴﾚｸﾄ・幹事（川崎北 RC） 

「手に手つないで」：ソングリーダー： 

          山川哲史親睦委員長（川崎北 RC） 

 

 合同賀詞交歓例会及び懇親会  

 
＜川崎中原ＲＣ会長 戸張裕康様による開会の点鐘＞ 

 

 
＜ソングリーダー川崎中原ＲＣ 市川功一様のもと 

「君が代」と「奉仕の理想」の合唱＞ 



 

 
＜川崎中原ＲＣ 高瀬建夫様によるお客様紹介＞ 

 

 
＜第２グループガバナー補佐 石塚勝様のご挨拶＞ 

 

 
＜次年度第２グループガバナー補佐 内藤幸彦会員の 

次年度へ向けての抱負と挨拶＞ 

 

 

 

 

 
＜川崎北ＲＣ会長 松波登様による閉会の点鐘＞ 

 

 
＜川崎北ＲＣ会長 松波登様による懇親会開会の挨拶＞ 

 

 
＜各クラブの年男・年女による鏡開き＞ 

 

 

 

 



 

 
＜第２グループ直前ガバナー補佐 小泉正博様による 

乾杯のご発声により懇親会の歓談が行われた＞ 

 
＜ショータイムでの田口やすひこ様による歌謡＞ 

 

 
＜ショータイムでの雪村いづみ様による歌謡＞ 

 

 

 

 

 

 
＜雪村いづみ様と田口やすひこ様による歌謡＞ 

 

 
＜川崎中原ＲＣ 戸倉八重子様による花束贈呈＞ 

 

 
＜ソングリーダー川崎北ＲＣ 山川哲史様の指揮のもと、 

参加者全委員よる「手に手つないで」）の合唱＞ 

 

幹事クラブの川崎北ＲＣと川崎中原ＲＣの皆様、大変 

お世話になりました。   （会報委員長・叶野 聡） 


