
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2019-20年度 地区方針】原点を忘れずに挑戦 ～入りて学び、出でて奉仕せよを実践しよう～                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   例 会 報 告     

 開会点鐘  萩原 ひとみ会長  

 司  会  叶野 聡 SAA 

 合  唱  「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介  小丸 日出夫 親睦活動委員長 

今後のプログラム予定 

7月 プログラム名 

第 3例会 7月 16日 休 会 

第 4例会 7月 23日 
創立記念卓話 

廣山宗一パスト会長 

出 席 報 告 中山 武夫出席委員長 

会員数 
出席

数 

欠席

数 
出席率 前々回訂正出席率 

41 名 35 名 6 名 89.74％ 欠 6 名 MU4 名 94.87% 

対象外 

（2） 

対象外 

（4） 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  長谷川俊雄会員 

松井 孝至会員  細山勝三郎会員  大友 徹 会員 

津田 篤志会員 

ニコニココーナー  市川 実 SAA補 

洪 征治様：本年度第 2Gガバナー補佐を務める川崎

北 RC洪征治です。表敬訪問に参りました。

一年間よろしくお願い致します。 

市川 郁雄様・石塚陽子様：本日は表敬訪問に参りま

した。萩原会長・長谷山幹事始め川崎中

RCの皆様一年間宜しくお願い致します。 

徳安 久是様・宮崎玲児様：本日は新年度のご挨拶に

お伺いしました。ホテル精養軒には大変

お世話になっておりありがとうございます。

本年度もよろしくお願い致します。 

萩原 ひとみ会長：本日からいよいよ会長役ということ

で皆様何卒よろしくお願いします。本日は

洪ガバナー補佐様・川崎とどろき RC市川

会長様・石塚幹事様・川崎中原RC徳安会

長様・宮崎幹事様ご訪問いただきましてあ

りがとうございます。新年度の活動のご指

導お願い致します。 

長谷山 尚城幹事：なれない幹事でご迷惑をかける    

と思いますがよろしくお願いいたします。 

小林 敏伸会員：萩原会長・長谷山幹事・上原会長一

年間よろしくお願い致します。 

川口 禮敬会員：いよいよ萩原丸の出船です。無事

の航海を祈ります。 

ゲスト 
洪 征治 様 

第 2590地区第 2グループ 
ガバナー補佐（川崎北 RC） 

ゲスト 
市川 郁雄 様 

川崎とどろきロータリークラブ 
会長 

ゲスト 
石塚 陽子 様 

川崎とどろきロータリークラブ 
幹事 

ゲスト  
徳安 久是 様 

川崎中原ロータリークラブ 
会長 

ゲスト 
宮崎 玲児 様 

川崎中原ロータリークラブ 
幹事 

会   長   萩原 ひとみ 

副 会 長  上原  伸一 
幹   事   長谷山 尚城 
S  A  A   叶野 聡 
会報委員長  原  敏之 
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鹿島 義久会員：本日はガバナー補佐洪征治様・    

今年度よろしくお願い致します。本年度

会長・幹事・理事役員の皆様一年間よろ

しくお願い致します。 

内藤 幸彦会員：萩原会長。長谷山幹事・役員・会員

全員で協力して活発なクラブ運営で楽し

いロータリー人生を積み重ねましょう。今

年も健康で元気に！ 

渡邉 新治会員：新会長・幹事さん、また理事さん各

委員長さん本年度もよろしくお願い致しま

す。 

白井 正男会員：萩原年度のスタートですね。一年間

身体に気をつけて頑張って下さい。 

小泉 繁勝会員：萩原丸の出帆を祝して！ご活躍を

期待しております。 

中山 武夫会員：新年度のスタートです。皆様本年も

よろしくお願いします。 

伊藤 文治会員：洪ガバナー補佐には一年間ご指導

ください。ご苦労様です。いよいよ萩原会

長・長谷山幹事さんの年度スタートを迎えまし

た。一年間よろしくお願い致します。 

金子 利昭会員：今年度もよろしくお願い致します。 

上原 伸一会員：会長・幹事始め役員の皆様一年間

よろしくお願い致します。 

冨岡 昭一会員：萩原会長の出船を祝して。 

朝山 秀男会員：  〃 

小島 満会員：萩原会長さん・長谷山幹事さん始め新

役員の皆様一年間よろしくお願いします。

頑張ってください。 

小島 徹会員：前年度はお世話になりました。今年度

萩原ひとみ会長・長谷山尚城幹事ご活躍

をご祈念申し上げます。一年間よろしくお

願い致します。 

貝田 充会員：萩原会長・長谷山幹事、会員の皆様、

今年度もよろしくお願いします！ 

堀一 慶明会員：新年度が始まりました。萩原会長、

他役員の皆様ご苦労様です。今年度もよ

ろしくお願い致します。 

井上 裕司会員：新年度のスタートおめでとうござい

ます。萩原さん・長谷山さん健康に留意

されご活躍をお祈り致します。 

伊藤 稔会員：萩原会長年度の出発を祝して。 

廣山 宗一会員：新年度おめでとうございます。萩原・

長谷山両頭よろしく。ガバナー補佐洪様

ようこそ。 

小丸 日出夫会員：新年度を迎えて萩原会長・長谷

山幹事他理事役員の皆様一年間よろしく

お願い致します。 

島 利夫会員：萩原会長のご活躍を期待しております。 

叶野 聡会員：一年間頑張りますので皆様のご協力

の程よろしくお願いします。 

市川 実会員：今年一年よろしくお願いします。 

合計  29件 27,    43,000円 

累計  29件    43,000円 

会 長 報 告 萩原 ひとみ会長 

1.際ロータリーより 7月のロータリーレートのお知らせ 

 が届いております。 7月 1＄＝108円 

 （ご参考 6月 1＄＝110円） 

2.地区より 2019-20年度クラブ基盤セミナーPARTⅠ 

  開催のご案内が届いております。日 時：7月 18 

  日（木） 15：00～17：30 場 所：メモワールプラザ 

  ソシア 21  

3.横浜日吉ロータリークラブより 3月に開催されました 

  IMの報告書が届いております。 

4.中原区推進委員会より「社会を明るくする運動」の 

  実施結果報告書が届いております。事務所にて 

  保管しております。 

5.薬物クリーンかながわ推進室会議室広報委員会よ 

  り「広報誌№.36が届いております。 

6.社会福祉法人 川崎いのちの電話より「広報誌 96 

  号」が届いております。 

7.川崎宮前ロータリークラブ中島 正臣様（2014-15 

 年度第 2Gガバナー補佐）におかれましては 6月 28 

 日にご逝去されました。 

幹 事 報 告 長谷山 尚城幹事 

1.例会変更 

 川崎西北   7月 25日（木）  休会 

 川崎とどろき 7月 15日（月）  休会 

          7月 22日（月） 

        夜間例会 ホテル精養軒 点鐘 18：30 

2.次週 7/9は、例会終了後クラブ協議会①がござい 

  ます。関係各位のご出席をお願い致します。 

3.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 
 



木槌引継ぎ  

 

小島徹直前会長から萩原ひとみ会長へ 

 

ガバナー補佐表敬訪問 

 

第 2590 地区第 2グループガバナー補佐 

洪 征治 様 (川崎北 RC) 

お客様ご挨拶 

 

川崎とどろきロータリークラブ会長 市川 郁雄 様 

川崎とどろきロータリークラブ幹事 石塚 陽子 様 

  

 川崎中原ロータリークラブ会長 徳安 是久 様 

 川崎中原ロータリークラブ幹事 宮崎 玲児 様 

 

記 念 品 贈 呈 

    

    

 

   

 



    

 

   

 

お 祝 い ご と 

 

会員誕生日    市川 宏会員 

 

理事役員就任挨拶 

 

        萩原 ひとみ 会長 

 

 

       上原 伸一 副会長 

 

  

  長谷山 尚城 幹事 

           

 



 

     内藤 幸彦 理事（クラブ奉仕） 

 

 

     白井 正男 理事(職業奉仕) 

 

 

     金子 利昭 理事(社会奉仕) 

 

 
鹿島 義久 理事(青少年奉仕) 

 

 

     小泉 繁勝 理事(国際奉仕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


