
 

 

 

 

 

 

 

【会長テーマ】 ：「 経 験 」 を 生 か し て 未 来 へ 「 挑 戦 」              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

川崎中ＲＣ創立 45周年記念式典・

祝宴 ホテル 精養軒       

今後のプログラム予定 

10 月 プログラム名 

第 3 例会 10 月 17 日 
川崎中 RC 

創立 45周年記念式典 

第 4 例会 10 月 24 日 45 周年慰労・反省会 夜間例会 

     10 月 31 日 休会 

出 席 報 告 市川 実出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

45 名 45 名 

0 名 

対象外 

（0） 

100％ 

欠 9 名 

対象外 

（5） 

MU0 名 90% 

【本日の欠席者】  

ニコニココーナー 志村 修司 副 SAA 

田中 信男様（東京大森ＲＣ）：45 周年おめでとうござ

います。これから 50 周年に向けて益々発

展されることを願っています。 

大友憲子様・戸張薫様（川崎高津南ＲＣ）：本日はおめで

とうございます。 

石塚 勝様（川崎鷺沼ＲＣ）：本日は大変おめでとうござ

います。 

大塚正一様・川野正久様・横山芳春様・朝山弘様・宮崎 

秀樹様・大部哲也様・齊木貴様・谷口一成様・帯谷昌充 

様・松波登様・戸川俊雄様・峯岸雅宏様・クルーズ由美 

子様（川崎北ＲＣ）：創立 45周年おめでとうございます。 

小丸日出夫会長：ご来賓の方々、また近隣ロータリーク

ラブの皆様大変お忙しい中、当クラブ「創

立 45 周年記念式典」に大勢のご出席を賜

り誠にありがとうございます。 

髙木 洋一幹事：創立 45 周年記念式典湯川ガバナー補

佐様始め多くのご来賓の皆様ありがとうご

ざいます。 

内藤 幸彦ガバナー補佐：創立 45 周年記念式典、誠に

おめでとうございます。川崎中ＲＣの 50

年 60 年未来へ続く基礎固めを皆様と一致

団結して迎えることができてとても光栄で

あり誇りに思います。 

冨岡 昭一会員：本日は創立 45 周年記念式典誠におめ

でとうございます。川口実行委員長はじめ
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各役員の皆様お世話になります。 

伊藤 文治会員：本日の記念式典例会お祝い申し上げま

す。川口実行委員長さん始め、この事業に

携われた方々のお骨折りに感謝します。 

川口 禮敬会員：創立 45 周年おめでとうございます。

このように素晴らしい式典のできることを

大変幸せに思います。 

市川 実会員：45 周年おめでとうございます。 

渡邊 新治会員：45 周年おめでとうございます。 

中山 武夫会員：45 周年おめでとうございます。 

小島 満会員：45 周年記念例会おめでとうございます。 

堀一 慶明会員：川崎中ＲＣ45 周年おめでとうございま

す。 

伊藤 稔会員：創立 45 周年を祝して。 

長谷川 俊雄会員：45 周年を祝して。 

長谷山 尚城会員：45 周年おめでとうございます。 

松井 孝至会員：創立 45 周年おめでとうございます。 

大牟田 淳会員：45 周年おめでとうございます。今後ま

すますのご発展お祈り申し上げます。 

小泉 繁勝会員：本日は、直前のリハーサル関係各委員

会の皆様ご準備ありがとうございました。 

細山勝三郎会員：45 周年おめでとうございます。 

島 利夫会員：    〃 

田邉 進会員：    〃 

叶野 聡会員：    〃 

上原 伸一会員：   〃 

長戸 隆彦会員：   〃 

朝山 秀男会員：   〃 

白井 正男会員：   〃 

貝田 充会員：    〃 

廣山 宗一会員：   〃 

金子 利昭会員：   〃 

鹿島 義久会員：   〃 

小島 徹会員：    〃 

森田 淳会員：    〃 

柾木 國義会員：   〃 

原 敏之会員：    〃 

井上 裕司会員：   〃 

志村 修司会員：   〃 

合計   51件   66,000 円 

累計  251 件   309,000 円 

   記念式典プログラム    

ホテル精養軒   時間 15：00～16：00 

司会 ＳＡＡ 井上 裕司      （以下敬称略） 

1.点鐘              会長 小丸日出夫 

2.開会のことば      副実行委員長 廣山 宗一 

3.国歌・ロータリソング斉唱ソングリーダー長谷山尚城 

         「君が代」「友達になろう」 

4.物故者に黙祷          会長 小丸日出夫 

5.来賓紹介            会長 小丸日出夫 

6.ビジター紹介     親睦活動委員長 上原 伸一 

7.実行委員長挨拶      実行委員長 川口 禮敬 

8.会長挨拶           会長 小丸 日出夫 

9.記念事業目録贈呈        会長 小丸日出夫 

     （川崎市・ロータリー財団・米山奨学会） 

10.感謝状贈呈         会長 小丸 日出夫 

11.来賓祝辞         川崎市長 福田 紀彦 

        第 2590 地区ガバナー  湯川 孝則 

   スポンサークラブ会長（川崎北ＲＣ）大塚 正一 

12.ニコニコ報告       副ＳＡＡ 志村 修司 

13.閉会のことば        会長 小丸 日出夫 

  創立 45周年記念事業       

1.東日本復興支援報告     事業委員長 小島 徹 

1.エチオピア支援報告       バーバリッチ優子 

 諸事お知らせ          幹事 髙木 洋一 

 16：30 記念撮影 

   祝宴   2Ｆ飛翔 17：00～18：30 

司会    祝宴委員長 萩原 ひとみ 

1.開演のことば      副実行委員長 白井 正男 

2.会長挨拶           会長 小丸 日出夫 

3.来賓挨拶        パストガバナー 高良 明 

4.乾杯          ガバナー補佐 内藤 幸彦 

5.アトラクション  



6.ロータリーソング斉唱 ソングリーダー 金子 利昭 

 「手に手つないで」 

7.閉会のことば      副実行委員長 上原 伸一 

 感謝状贈呈       第 41 代会長 鹿島 義久 

             第 42 代会長 上原 伸一 

             第 43 代会長 細山勝三郎 

             第 44 代会長 金子 利昭 

             第 45 代会長 冨岡 昭一 

        ホテル 精養軒 社長 萩原 ひとみ 

    川崎中ＲＣ事務局員 秋山 博子・国井 玲子 

 

創立 45周年記念式典 

 

    

湯川 孝則 第 2590 地区ガバナー ようこそ 

      

廣山副実行委員長開会言葉  

       

ソングリーダー長谷山尚城会員  川口実行委員長挨拶 

 

 

湯川 孝則ガバナーへ  川崎市緑化基金へ 

 

湯川 孝則ガバナー挨拶  記念事業小島徹委員長 

 

事務局いつもありがとう  ホテル精養軒萩原社長 

             ありがとう 

創立 45周年記念祝宴 

   

   川崎市長 福田 紀彦 45 周年おめでとう 



 

川崎中ロータリークラブカラオケ同好会 

 

KNC フォーティーンの 恋するフォーチュンクッキー 

未来は♭♯ ♭♯ ♭♯———笑顔を見せることー 

  

おめでとう おめでとう おめでとうございます 

バーバリッチさんありがとう 

 

川崎市長とともに 10 月 22 日市長選です 

 

 

 

おめでとうございます 

 

手に手繋いでーーー 作るともがきーー 

 

    皆んなで一緒に４５周年記念撮影 

 

 


