
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

【2018-19年度 地区方針】それぞれが輝くロータリー 自らの行動でクラブの可能性を拡げよう                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

     例 会 報 告        

 開会点鐘  小島 徹会長  

 司  会  原 敏之 SAA 

 合  唱  「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介  長戸 隆彦親睦活動副委員長 

今後のプログラム予定 

7月 プログラム名 

第 2例会 7月 10日 

委員長新任挨拶 

柳下ガバナー補佐新年度挨拶 

クラブ協議会① 

     7月 17日 休 会 

第 3例会 7月 24日 
創立記念卓話 

小島 満パスト会長 

出 席 報 告 伊藤 稔出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

41名 31名 

10名 

対象外 

（6） 

88.57％ 

欠 8名 

対象外 

（4） 

MU0名 89.74% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  渡邉 新治会員 

柾木 國義会員  朝倉 和信会員  島 利夫 会員 

井上 光明会員  市川 宏 会員  大友 徹 会員 

小島 満 会員  小林 敏伸会員 

ニコニココーナー  中山 武夫 （補）SAA 

佐久間馨様・相良久征様：2018-19年度会長幹事を仰せ

つかまりました。新年度を迎え小島会長・

貝田幹事年度の船出を祝し心よりお喜び申

し上げます。川崎中ＲＣの皆様一年間よろ

しくお願い致します。 

小泉正博様・徳安久是様：新年度を迎え表敬訪問に参り

ました。会長を務める事になりました小泉
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正博と幹事の徳安久是です。どうぞよろし

くお願い致します。 

井上佳則様・市川郁雄様：新年度のご挨拶にお伺い致し

ました。一年間ご指導の程よろしくお願い

致します。 

宗澤 文良様：この度富山二十九世住職 宗澤文山和尚

が明治時代に安楽寺にて創設いたしました

市立時習学校を紹介する展示会が別紙チラ

シのとおり川崎市民ミュージアムにて開催

されることに相成りました。是非ご高覧い

ただきたくご案内致します。 

小島 徹会長：新年度のスタートとなりました。川崎中

ＲＣの伝統を受継ぎ楽しいクラブにしてい

きたいと思います。皆様のご支援ご協力を

お願い申し上げます。本日は川崎北ＲＣ･

川崎中原ＲＣ･川崎とどろきＲＣ会長幹事

様お忙しいところ表敬訪問ありがとうござ

います。 

貝田 充幹事：一年間どうぞよろしくお願いいたします。 

鹿島 義久会員：本日は 2018-19年度小島会長・貝田幹

事年度のスタートです。今年度副会長です

ので皆様一年間宜しくお願い申し上げます。 

伊藤 文治会員：小島会長さん・貝田幹事さんいよいよ

スタートです。若さを発揮してクラブをリ

ードしての活動を期待しております。 

川口 禮敬会員：小島徹・貝田充丸の出船です。順風満

帆の航海を祈ります。 

内藤 幸彦会員：小島徹会長・貝田充幹事一年間よろし

くお願い申し上げます。トロント国際大会

楽しかったです。キューバのハバナまで足

をのばしました。本場の葉巻を買ってきま

した。ご興味ある方お申し出ください。ニ

コニコと交換致します。国際大会のバナー

も持ってきました。 

朝山 秀男会員：小丸前会長ご苦労様でした。小島徹新

会長には昭和・平成の大変化を感じる時期

のスタートの年、よろしく。 

小丸 日出夫会員：サァー今日から小島徹年度のスター

トだ。昨年度は色々とありまして私の不徳

で大変ご迷惑とご心配をおかけ致しました

が、今年度は会長・副会長・幹事のとても

フレッシュなメンバーで、川崎中ＲＣの 50

周年へ向けての新しい一歩として期待した

いと思います。 

上原 伸一会員：小島徹会長・貝田幹事はじめ役員の皆

様一年間よろしくお願いします。 

市川 実会員：小島徹会長、一年間頑張ってください。 

冨岡 昭一会員：小島徹会長の出航を祝して。 

白井 正男会員：小島徹年度スタート。身体に注意をし

て頑張ってください。一年間よろしく。 

井上 裕司会員：新年度スタートおめでとうございます。

小島会長のご活躍をお祈り申し上げます。 

廣山 宗一会員：新年度おめでとう。小島・貝田丸よろ

しくお願い致します。 

伊藤 稔会員：小島年度本年もよろしくお願い致します。 

堀一 慶明会員：小島丸の船出です。本年度一年ご苦労

様です。頑張ってください。よろしくお願

い致します。 

長谷川 俊雄会員：小島会長の船出を祝す。 

萩原 ひとみ会員：小島会長・貝田幹事新しい年度幕開

けです。一年間どうぞよろしくお願い致し

ます。 

金子 利昭会員：今年度、親睦と情報委員長です。よろ

しくお願い致します。 

小泉 繁勝会員：新年度、小島丸の出帆おめでとうござ

います。 

叶野 聡会員：会長・幹事・理事役員の皆様一年間よろ

しくお願いします。 

ＳＡＡ一同：一年間よろしくお願いします。 

合計   27件   45,000円 

累計   27件    45,000円 

会 長 報 告 小島 徹会長 

1.地区より 2018-19年度 クラブ基盤管理委員長会議 

 PART1開催のご案内が届いております。 

 日 時：7月 19日（木）15：00～18：00 

 場 所：横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 

2.ロータリー為替レートのお知らせが届いております。 

 2018年 7月 1ドル＝110円 

 ご参考）2018年 6月も 1＄＝110円 

3.ハイライトよねやま 219が届いております。回覧いた 

 します。 



4.地区より以下のものが届いております。 

 ・薬物クリーンかながわ №35」回覧いたします。 

 ・麻薬・覚せい剤乱用防止センターの「ダメ。ゼッタ 

  イ。」ポスターとリーフレット 

 ・ブレス ～しあわせの呼吸～ 映画チラシ 

  ポリオサバイバーの実話に基づく英国映画のご案内 

  回覧いたします。 

幹 事 報 告 貝田 充 幹事 

1.例会変更 

 川崎南 7月 31日（火）夜間移動例会  

          横浜中華街：萬珍楼 18：30～ 

     8月 14日（火） 休会 

     8月 28日（火） 休会 

       ＊7/31メークアップデスクございます。 

 川崎鷺沼 7月 4日（水）昼例会を夜例会に変更 

      （例会場の都合による） 点鐘 18：00 

 7月 18日（水）移動例会二子玉川エクセルホテル東急 

             テラスルーム 点鐘 17：10 

 2.川崎鷺沼 RC 2018-19年度例会につきましては以 

  下のとおりとなります。 

  第 1週 点鐘 12：30～13：30 

  第 2週 点鐘 18：00～19：00 

  第 3週 点鐘 18：00～19：30 

  第 4週 休会 

3.近隣クラブより 2018-19年度理事・役員のお知らせが 

 届いております。回覧いたします。 

4.2018-19年度活動計画書受領 

 川崎西北 RC  事務所にて保管しております。 

5.次週 7/10は、例会終了後クラブ協議会を開催いたし 

 ます。 

6.本日例会終了後、理事役員会を開催いたします。関係 

 各位のご出席をお願い致します。  

お 祝 い ご と 

入会記念日 
鹿島 義久会員 長戸 隆彦会員 

小丸日出夫会員  原 敏之 会員 

配偶者誕生日 

小泉 繁勝会員 良子様  

市川 実 会員 郁子様 

長戸 隆彦会員 絵美様 

会員誕生日 

市川 宏会員 

 

木槌の引継ぎ  

 

小丸直前会長から小島会長へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表敬訪問ご挨拶 

 

川崎北ロータリーク

ラブ 

佐久間馨会長 

相良久是幹事 

 

 

 

 

川崎中原ロータリー

クラブ 

小泉正博会長 

徳安久是幹事 

 

 

 

 

川崎とどろきロータ

リークラブ 

井上佳則会長 

市川郁雄幹事  



初例会の様子 

小丸直前会長の乾杯の発声      

小丸直前会長、小泉直前副会長に記念品贈呈   

ホテル精養軒へ御礼                              

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

     今日のメニュー 

 

 

 

 

 

 


