
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

     例 会 報 告        

 開会点鐘  小丸日出夫 会長 

 司  会  井上 裕司 SAA 

 合  唱  「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介  大友親睦活動委員 

今後のプログラム予定 

1月 プログラム名 

第 2例会 1月 23日 

米山奨学生授与式 

ｼｽｺ･ﾏｼｭｰ･ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ･ﾓﾝｶｰ 

内藤ガバナー補佐卓話 

「前半期振り返って：各クラブ

の良さ」 

     1月 30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 

44名 36名 

8名 

対象外 

（5） 

92.31％ 

欠 0名 

対象外 

（0） 

MU0名 100% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  宇田 章二会員  

小林 敏伸会員  清水 専吉会員  松井 孝至会員  

朝倉 和信会員  鹿島 義久会員  市川 宏 会員 

ニコニココーナー  原 敏之（補）SAA 

長戸 はるみ様：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致します。テーブルの

上に 3/3（土）ひなまつりチャリティコン

サートのチラシを置きましたのでよろしく

お願い致します。 

内藤 幸彦ガバナー補佐：新年明けましておめでとうご

ざいます。今年は 1 月末のポリオキャンペ

ーンと 6 月末のトロント国際大会出席を予

定しております。健康に楽しくロータリー

を enjoyしたいと思っています。よろしく

お願い申し上げます。 

 
長戸 はるみ様 

 
横浜東ロータリークラブ 

 
矢野 加奈子様 

 
生田流筝曲 宮城会 

 
川崎中ロータリークラブ会報                
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小丸 日出夫会長：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致します。長戸はる

み様・矢野加奈子様、当クラブの新春恒例に

なりました「琴の演奏会」を催して頂きまし

てありがとうございます。 

髙木 洋一幹事： 新年あけましておめでとうございます。

長戸会員のお母様長戸はるみ様の素晴らし

いお琴楽しみにしております。 

伊藤 文治会員：平成 30 年の輝かしい新春を迎え皆様

のご多幸をお祈り申し上げます。 

川口 禮敬会員：新年おめでとうございます。昨年は 45

周年事業で会員の皆様には大変お世話にな

りました。45周年記念誌が出来上がりまし

た。ご一読ください。事業も後、決算と監査

を受けるのみとなりました。今年もよろし

くお願い致します。長戸はるみ様新年に“ピ

ッタリの音色”ありがとうございます。 

小島 徹会員：あけましておめでとうございます。本年

もよろしくお願いします。 

萩原 ひとみ会員：おめでとうございます。本年もどう

ぞよろしくお願い致します。閖上中学の八

森教頭先生から賀状を頂きました。「今年 4

月に小中一貫校として新校舎でスタートし

ます。是非お越しください」とのことでし

た。是非行きたいと思います。 

伊藤 稔会員：あけましておめでとうございます。本年

もよろしくお願い致します。 

市川 実会員：本年もよろしくお願いします。 

中山 武夫会員：本年もどうぞよろしくお願い致します。

今日は演奏楽しみにしております。 

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。長戸はるみ様、本日はありがとうご

ざいます。 

冨岡 昭一会員：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致します。 

金子 利昭会員：あけましておめでとうございます。本

年もよろしくお願いい致します。 

細山 勝三郎会員：川崎中 RC の本年の発展をお祈りし

て、皆様には本年もよろしくお願い致しま

す。 

渡邉 新治会員：本年もよろしくお願い致します。演奏

楽しみにしております。 

叶野 聡会員：本年もよろしくお願いします。 

堀一 慶明会員：明けましておめでとうございます。穂

年もよろしくお願い致します。 

白井 正男会員：明けましておめでとうございます。本

年もよろしく。良い年でありますように。 

貝田 充会員：本年もよろしくお願い致します。 

田邉 進会員：本年もよろしくお願いします。 

上原 伸一会員：あけましておめでとうございます。今

年もよろしくお願いします。 

小島 満会員：会員の皆様おめでとうございます。今年

一年よろしくお願いします。 

島 利夫会員：あけましておめでとうございます。今年

も健やかな年でありますように。 

小泉 繁勝会員：本年もよろしくお願いします。 

井上 裕司会員：あ毛ましておめでとうございます。今

年もくれぐれもよろしくお願い致します。 

柾木 國義会員：本年もよろしくお願いします。 

原 敏之会員：明けましておめでとうございます。本年

もよろしくお願い致します。 

合計   30
件 

  38,000円 

累計  386件   397,000円 

会 長 報 告 小丸 日出夫会長 

1.地区より 2018年 1月のロータリーレートのお知らせ 

 が届いております。2018年 1月 1ドル＝114円 

 ＊2017年 12月は 1＄＝112円 

2.地区より 2017-18年度 第 34回青少年指導者養成プ 

 ログラム（RYLA）の申込み期間延長のご案内が届いて 

 おります。日 時：2月 17日（土）～18日（日） 

 場 所：横浜市野島青少年研修センター＊申込締切  

 1/26（金）に延長いたします。詳細は回覧いたします。 

3.ロータリー囲碁同好会より「第 19回ロータリー国際 



 囲碁大会」開催のご案内が届いております。日 時：4 

 月 22日（日） 点鐘 9：30場 所：日本棋院会館本 

 院（東京・市ヶ谷）詳細は回覧いたします。 

4.地区よりトロント国際大会日本人親善朝食会のご案内 

 が届いております。日 時：6月 24日（日）7：00～ 

 8：30 場 所：ハイアット・リージェンシー・トロ 

 ント 

5.国際ロータリー ロータリー財団管理委員会よりベネ 

 ファクターの認証状および記章が届いております 

 ベネファクター認証状・記章  小丸 日出夫会長 

6.ロータリー財団より功労者へのピンバッチが届いてお 

 ります。 

 ポールハリスフェローピン+5  朝山 秀男会員 

 ポールハリスフェローピン+3  市川 実会員 

     〃           田邉 進会員 

 ポールハリスフェローピン+2  細山 勝三郎会員 

    〃           金子 利昭会員 

 PHFサーティフィケイト+ピン 貝田 充会員 

幹 事 報 告 髙木 洋一幹事 

1.例会変更 

横浜本牧 2月 8日（木）  休会 

     2月 14日（水） 3クラブ合同例会 

         点鐘 19：00 ホテルモントレ横浜 

川崎幸 2月 23日（金） 移動例会→通常例会に変更 

           点鐘 12：30 川崎日航ホテル 

          「挑戦」市立橘高校定時制 2年 

         現役プロレスラー 大原 はじめ様 

2.新年年賀状が届いております。回覧いたします。 

3.会報受領 川崎宮前 RC 川崎とどろき RC 

      回覧いたします。 

4.タウンニュース元旦号に当クラブの新年のご挨拶の記 

 事が掲載されております。回覧いたします。 

5.本日例会終了後、理事役員会を開催いたします。 

6.２月中に情報集会の開催をお願いいたします。 

お 祝 い ご と 

入会記念日 
廣山 宗一会員  田邉 進会員 

萩原ひとみ会員  叶野 聡会員 

会員誕生日 

廣山 宗一会員 長谷川俊雄会員 

島 利夫 会員  市川 実 会員 

細山勝三郎会員 

結婚記念日 

中山 武夫会員 内藤 幸彦会員 

田邉 進 会員 

 

配偶者誕生日 

伊藤 文治会員 正子様 

堀一 慶明会員 敬子様 

白井 正男会員 靖子様 

上原 伸一会員 美晴様 

伊藤 稔 会員 初美様 

朝倉 和信会員 恭子様 

 

 

A HAPPY BIRTHDAY 

 

 

 

 

 

 
廣山 宗一会員 長谷川俊雄会員 
 
島 利夫 会員  市川 実 会員 

細山勝三郎会員 



本日の卓話 

長戸はるみ様と矢野加奈子様 

によるお琴演奏会 

 

長戸はるみ様のご挨拶 

 

 

早春の爽やかな お琴連弾 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

矢野加奈子様 

 

長戸はるみ様のチャリティーコンサが 

3月 3日溝の口糀ホールにて 

 

 

 

 


