
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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・市川 実ＳＡＡ補 

 合  唱  「我等の生業」 

 お客様紹介  栗原 茂昭 親睦活動副委員長 

今後のプログラム予定 

7・8月 プログラム名 

第 4例会 7月 30日 
卓話  

行政書士 笠間 由美子様 

第１例会 8月 6日 

会員お祝い 

卓話 上原 伸一会員 

理事役員会 

出 席 報 告 中山 武夫出席委員長 

会員数 出席 欠席 出席率 前々回訂正出席率 

数 数 

41 名 35 名 

6 名 

対象外 

（3） 

92.11％ 

欠 5 名 

対象外 

（3） 

MU0 名 95% 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  金子 利昭会員 

松井 孝至会員  小林 敏伸会員   市川 宏 会員 

渡邉 新治会員 

ニコニココーナー 朝倉和信副会場監督  

朝山 浩様・野口 隆一様・入来 武久様：本日、新年

度のご挨拶に伺わせて頂きました。また

当クラブは 2020年 3月 4日に創立 60周

年記念式典を予定しており、大勢の方に

ご臨席賜りたく 60周年実行委員長と共に

お願いに上がりました。どうぞよろしくお願

い致します。 

朝山 浩様：いつも親父が大変お世話になります!！！

子供の時からお世話になっております中

クラブ様に、よもや会長の立場でお伺いす

る時が来るとは・・・。これからも親子共々

変わらぬご指導の程宜しくお願い申し上

げます。 

萩原 ひとみ会長：本日は北ＲＣ朝山会長様・野口幹

事様・入来 60周年実行委員長様お越し頂

きましてありがとうございます。今年度どう

ぞよろしくお願い致します。またイザベルさ

ん帰国は寂しいですがまたお会いできる

のを楽しみにしております。 

長谷山 尚城幹事：本日は川崎北ＲＣ朝山会長・野口

幹事ご訪問いただきありがとうございまし

た。今年一年よろしくお願いします。 

ゲスト 
朝山 浩 様 

川崎北ロータリークラブ 
会長 

ゲスト 
野口 隆一 様 

川崎北ロータリークラブ 
幹事 

ゲスト  
入来 武久 様 

60周年実行委員長 
（川崎北ＲＣ） 

ゲスト 
小丸 日出夫 様 

2018-19年度青少年交換学生 
カウンセラー（川崎中ＲＣ） 

ゲスト 
ｲｻﾞﾍﾞﾙ・ﾏｲﾔ- 様 

2018-19年度青少年交換学生 
 

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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小丸 日出夫様：「青少年交換学生」のカウンセラー

の小丸です。イザベル・マイヤーさんは

7/19にドイツに帰国いたしますのでご挨

拶に参りました。 

小島 徹会員：イサちゃん一年間日本を楽しめました

か。また遊びにきてくださいね。 

長谷川 俊雄会員：先週脊柱管狭窄症の手術が無事

に終わりました。上原さん・細山さんお世

話になりました。ありがとうございました。 

細山 勝三郎会員：先週出られませんでした。失礼い

たしました。萩原会長本年度よろしくお願

い致します。おめでとうございます。 

川口 禮敬会員：来月 27日の夜会、ハワイアンの夕

べ集金をしています。 

小泉 繁勝会員：梅雨とはいえ気温が上がりません。

北クラブ会長朝山浩さんようこそ。 

伊藤 文治会員：今年度財団委員長を仰せつかりま

した。どうぞよろしくお願い致します。 

朝山 秀男会員： 本日は息子が大変お世話になりま

す。よろしく。 

市川 実会員：本日もよろしくお願いします。 

合計  13件 27,    27,000円 

累計  42件    70,000円 

会 長 報 告 萩原 ひとみ会長 

1.地区ローターアクトより全クラブ合同例会のご案内 

  が届いております。日 時：7月 28日（日） 13：30 

  ～16：30 点鐘 14：00場 所：本大会 サンピアン 

  川崎 第 3会議室 交流会 サンピアン川崎 第 1 

  交流室 

2.昨年度ガバナー金子 大様および地区幹事千田  

  晴久様より任務終了のお知らせ（お礼状）が届い 

  ております。 

3.地区より 2019-20年度 YE派遣学生 結団式ならび 

  に壮行会開催の件についてご案内が届いており 

  ます。日 時：7月 13日（土） 14：00～16：15 結 

  団式  16：30～18：00壮行会 場 所：宗教法人 

  小机幼稚園 

幹 事 報 告 長谷山 尚城幹事 

1.例会変更 

  神奈川   7月 15日（月）   休会 

          8月 12日（月）   休会 

          8月 26日（月）   休会 

          7月 25日（木）   休会 

2.会報受理 

  川崎北 RC 川崎中原 RC 回覧いたします。 

3.2019-20年度活動計画書の受理 

  川崎百合丘 RC   事務所にて保管しております。 

  4.次週 7/16は休会です。 

5 5.本日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。活動計画書を 

   ご持参願います。 

表敬訪問ご挨拶 

  

 
川崎北ロータリークラブ会長 朝山 浩  様 

川崎北ロータリークラブ幹事 野口 隆一様 

 
川崎北ロータリークラブ６０周年実行委員長 

入来 武久様 

 

青少年交換学生帰国前ご挨拶 

 

 
青少年交換学生カウンセラー  

小丸 日出夫 様（川崎中ＲＣ） 



 
2018‐2019年度青少年交換留学生 

イザベル・マイヤーさん 

 
 イザベル・マイヤーさんと小丸カウンセラー 

 並びに小島 徹・原 敏之ホストファミリー 

 

理事役員就任挨拶 

 

 
会 計 大友 徹 会員 

 

 
 会場監督補 市川 実 会員 

 
 直前会長  小島 徹 会員 

 

 
 会長エレクト 伊藤 稔 会員 

 

クラブ委員長就任挨拶 

 

 
 親睦活動委員長 小丸 日出夫 会員 

 

 
 プログラム委員長 佐川 陽子 会員 



 
広報委員長 長戸 隆彦 会員 

 

 
クラブ会報委員長 原  敏之 会員 

 

 
記録・ＩＴ委員長 貝田 充 会員 

 

  
研修・情報委員長 富岡 昭一 会員 

 

 
拡大増強委員長 細山 勝三郎 会員 

 
ロータリー財団委員長 伊藤 文治 会員 

 

 
米山記念奨学委員長 堀一 慶明 会員 

 

クラブ協議会 

  

 
 

 
 

 


