
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

【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  中山 武夫 SAA（補） 

 合  唱  「我らの生業」 

 お客様紹介  金子 利昭 親睦活動委員長 

今後のプログラム予定 

8･9月 プログラム名 

第 3例会 8月 28日 

卓話 中原ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸｾﾝﾀｰ 

～石田整体院～ 

院長 石田 剛士様 

第 1例会 9月 4日 
会員お祝い 入会式 

米山奨学金授与式 

情報集会報告 理事役員会 

    9月 11日 休 会 

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 

42名 31名 

11名 

対象外 

（6） 

86.11％ 

欠 6名 

対象外 

（4） 

MU1名 94.59% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  井上 光明会員  

朝倉 和信会員  原 敏之 会員  松井 孝至会員 

小林 敏伸会員  志村 修司会員  大牟田 淳会員 

市川 宏 会員  市川 実 会員  渡邉 新治会員 

ニコニココーナー  井上 裕司 会員 
金子 大様：本年度ガバナーを拝命いたしました横浜中

ＲＣの金子大でございます。貴クラブのご

指導とご協力を頂きながら、クラブの可能

性を拡げていくために努力する所存です。

どうぞよろしくお願い致します。 

柳下 節子様：ガバナー公式訪問に参りました。よろし

くお願い申しあげます。 

ゲスト 
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第 2590地区ガバナー 
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第 2590地区第２グループ 
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吉田 裕一郎様：こんにちは。今日はガバナーのお供で

きました。今年度一年間よろしくお願い致

します。 

窪倉 保様：本日は、金子大ガバナーの随行で伺いまし

た。よろしくお願い致します。 

小島 徹会長：本日はガバナー公式訪問です。2590地

区ガバナー金子大様お忙しい中ありがとう

ございます。 

貝田 充幹事：金子ガバナー・柳下ガバナー補佐・吉田

副幹事・窪倉様、皆様本日はご来会頂き誠

にありがとうございます。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

内藤 幸彦会員：第 2590地区ガバナー金子大様お暑い

中大変ご苦労様です。公式訪問まだだいぶ

ん残っていることと思いますが、お身体を

ご自愛いただきまして頑張ってください。

本日はありがとうございます。 

廣山 宗一会員：ガバナー本日はありがとうございます。

先般の妻の葬儀には会長・幹事様始め会員

皆様のご厚情に感謝申し上げます。ありが

とうございました。 

朝山 秀男会員：金子ガバナーをお迎えして。私事です

が、9/8の件皆様にはよろしくお願い申し

上げます。 

鹿島 義久会員：本日は 2590地区ガバナー公式訪問ま

たガバナー補佐を向え、ガバナー金子大さ

ん卓話よろしくお願い致します。 

金子 利昭会員：金子大様、今年度よろしくお願い致し

ます。 

伊藤 文治会員：金子地区ガバナーにはご多忙の中クラ

ブ訪問の上、ご指導頂きありがとうござい

ます。 

白井 正男会員：ガバナー公式訪問卓話金子大ガバナ

ー・柳下ガバナー補佐をお迎えして、ご指

導よろしくお願い致します。 

柾木 國義会員：皆様、本日はご来会ありがとうござい

ます。 

堀一 慶明会員：金子ガバナー公式訪問ご苦労様です。 

冨岡 昭一会員：金子大様、本日はお忙しいところ公式

訪問ありがとうございます。ご指導の程よ

ろしくお願い致します。 

川口 禮敬会員：金子大ガバナーをお迎えして！！ 

田邉 進会員：金子大ガバナーよろしくお願い致します。 

島 利夫会員：金子大ガバナーよろしくお願い致します。 

叶野 聡会員：金子大ガバナー、本日はよろしくお願い

致します。 

上原 伸一会員：金子ガバナーをお迎えして。 

中山 武夫会員：金子ガバナー・柳下ガバナー補佐・吉

田副幹事の皆様をお迎えして。 

長谷川 俊雄会員：金子大ガバナーを迎えて。 

小泉 繁勝会員：金子ガバナー・吉田様・窪倉様国際会

議出席の時には大変お世話になりました。 

井上 裕司会員：金子ガバナーをお迎えして。本日はよ

ろしくお願い致します。 

合計   25件   50,000円 

累計  119件   191,000円 

会 長 報 告 小島 徹会長 

1.地区より 2018-19年度地区大会記念「西日本豪雨災害 

 支援チャリティーゴルフ大会」のご案内が届いており 

 ます。日 時：10月 15日（月） 

 場 所：磯子カンツリークラブ 

幹 事 報 告 貝田 充 幹事 

1.例会変更 

 川崎南   9月 18日（火） 休会 

       10月 9日（火） 休会 

       10月 30日（火）休会 

 川崎高津南 9月 17日（月） 例会なし 

       9月 24日（月） 休会 

       10月 8日（月） 休会 

       10月 15日（月）例会なし 

 10月 22日（月）→29日（月）へ変更 点鐘 18：30 

       臨時例会 ガバナー公式訪問 

 

 

 

 

 

 



ガバナー公式訪問 

 
 

 

本日の食事 

 

 

 

ガバナー紹介 
第２グループガバナー補佐 

柳下 節子様 

 

 

 

 

 

 

 

懇談会 

 

卓 話 
 

 

 

 

 

 
第 2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 金子 大（ゆたか）様 
1946年 8月 1日 生 

学校法人横浜学院 理事長・学院長 

ロータリー歴 

1985年 横浜西ロータリークラブ入会 

1989年 横浜西ロータリークラブ退会 

2000年 横浜中ロータリークラブ入会 

2004年 地区インターアクト委員 

2009年 横浜中ロータリークラブ会長 

2010年 地区社会奉仕委員 

2011年 地区職業奉仕委員 

2016年 第 6グループガバナー補佐 

     オン・ツー・アトランタ委員 

     地区危機管理委員 

2017年 オン・ツー・アトランタ委員 

     地区戦略計画委員 

地区危機管理委員 

 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


