
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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～           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   創立記念日例会報告     

 開会点鐘  萩原 ひとみ会長  

 司  会  叶野 聡 SAA  

 合  唱  「それでこそロータリー」 

 お客様紹介  川口 禮敬親睦活動委員 

今後のプログラム予定 

8月 プログラム名 

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 

第２例会 8月 12日       休 会 

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 38名 

3名 

対象外 

（1） 

95％ 

欠 6名 

対象外 

（2） 

MU0名 

89.7

4

% 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  松井 孝至会員 

渡邉 新治会員 

ニコニココーナー 朝倉和信副会場監督 

小川 湧三様：お世話になります。 

萩原 ひとみ会長：本日は川崎中ロータリークラブ創

立記念日卓話を廣山会員にお願いしまし

た。ミスター川崎中 RCのお話を楽しみに

聴かせて頂きます。どうぞよろしくお願い

致します。 

長谷山 尚城幹事：廣山パスト会長、本日は創立記念

卓話楽しみにしています。 

廣山 宗一会員：拙い話になりますが、よろしくお願

い致します。 

小島 徹会員：創立記念卓話、廣山さんよろしく願い

します。 

細山 勝三郎会員：廣山会員の創立記念卓話楽しみ

にしております。 

川口 禮敬会員：廣山さん卓話ご苦労様です。楽しみ

に拝聴させていただきます。 

小泉 繁勝会員：廣山会員、創立記念卓話ありがとう

ございます。思い出話を期待しておりま

す。 

伊藤 文治会員：廣山さん創立記念卓話ご苦労様で

す。 

朝山 秀男会員：廣山様、卓話ご苦労様です。 

志村 修司会員：創立記念おめでとうございます。廣

山パスト会長卓話ご苦労様です。 

小林 敏伸会員：廣山会員創立記念卓話で勉強させ

て頂きます。 

井上 裕司会員：廣山パスト会長、記念卓話ご苦労様

です。楽しみにしております。頑張ってく

ださい！ 

白井 正男会員：創立記念を祝す。廣山宗一パスト会

長卓話ご苦労様です。 

冨岡 昭一会員：廣山パスト会長、本日の中 RC創立

記念卓話楽しみに拝聴させて頂きます。 
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中山 武夫会員：廣山さん今日は記念卓話ご苦労様

です。 

原 敏之会員：廣山さん卓話楽しみにしております。

よろしくお願いします。 

金子 利昭会員：本日の創立記念卓話、廣山宗一パ

スト会長よろしくお願い致します。 

伊藤 稔会員：創立記念卓話楽しみにしています。 

小丸 日出夫会員：廣山様、創立記念卓話よろしくお

願い致します。青少年交換学生カウンセ

ラーの小丸です。イザベル・マイヤーさん

は 7/19予定通りドイツへ帰国いたしまし

た。ホストファミリーの小島会員・原会員

には本当にご苦労様でした。 

叶野 聡会員：廣山宗一パスト会長の創立記念卓話

よろしくお願いします。 

市川 実会員：本日は廣山パスト会長卓話ご苦労様

です。 

朝倉 和信会員：楽しみです。 

合計  23件 27,    23,000円 

累計  65件    93,000円 

会 長 報 告 萩原 ひとみ会長 

1.地区よりクラブ青少年奉仕委員長会議開催のご案 

  内が届いております。日 時：8月 5日（月）16：30 

  ～18：30 場 所：かながわ県民センターホール 

  （横浜駅西口より徒歩 5分） 

2.地区より地区大会記念「被災地救済支援チャリティ 

 ゴルフ大会」のお知らせが届いております。日 時： 

 9月 17日（火） 場 所：湘南カントリークラブ 

3.タウンニュース（7/5号）に中原区内 4ロータリーク 

 ラブ新役員の記事が掲載されております。 

4.ハイライトよねやま 232が届いております。 

5.公益財団法人 日本盲導犬協会より「盲導犬くらぶ 

 会報 95号」が届いております。 

6.認定 NPO法人かものはしプロジェクトより 2018年 

 度年次報告が届いております。 

幹 事 報 告 長谷山 尚城幹事 

1.例会変更 

 新川崎   7月 31日（水）   休会 

          8月 14日（水）   休会  

  川崎中央  8月 12日（月）   休会 

  川崎大師  7月 31日（水） 暑気払い移動例会 

  18：00～「しゃぶ禅」川崎店 川崎日航ホテル 5F 

  ※メークアップデスクございます。川崎大師平間寺 

  信徒会館 1F ステンドホール 12：00～12：30 

  川崎高津  7月 25日（木）→7/28（日）移動例会 

           （高津区民祭） 

          8月 15日（木）   休会 

          8月 22日（木）→8/25（日）移動例会 

   納涼家族会 日帰りバスツアー 千葉方面 

          8月 29日（木） 第 5週につき例会なし 

  川崎麻生 7月 26日（金）  例会場変更点鐘 12：30 

  ホテルモリノ 7F⇒ホテルモリノ 8F「椿の間」 

          8月 23日（金）納涼会 ホテルモリノ 8F  

          「椿の間」例会 点鐘 17：30 

        ホテルモリノ 7F宴会場 納涼会 18：00～ 

  川崎西北  7月 25日（木）    休会 

2. 会報受理 

    川崎南 RC 川崎とどろき RC 

      3..2019-20年度活動計画書の受理 

    川崎西 RC  川崎麻生 RC  川崎マリーン RC 

    事務所にて保管しております。 

4.  4.2019-20年度理事・役員のお知らせが各クラブよ 

   り届いております。 

  創立記念日  

り  

廣山 宗一パスト会長の乾杯の発声 

 

 

  出席優秀者の表彰(2018～2019)  

【ホームクラブ(１００％)出席表彰】 



 

伊藤 稔会員 

  

 川口 禮敬会員 

  

        【出席率優秀会員】 

  

 内藤 幸彦会員(1611.54％) 

 

 

 

 

 

 

小丸 日出夫会員(153.85％) 

 

細山 勝三郎会員(135.90％) 

 

創立記念卓話 

  

廣山 宗一パスト会長 

            

【創立記念について】 

〇創  立        

昭和 47年 7月 15日  30名 

〇チャーターナイト   

昭和 48年 4月 1日 会長 専修大学 359地区 

特別代表 津田 進 

〇5周年記念      

昭和 53年 4月 4日  



会場 小杉会館   51名 

会長 松本 等 

実行委員長 大谷 金一 

   1代会長 柳下光吉 

   2代会長 堀越 登 

   3代会長 芹田末吉 

   4代会長 伊藤保人 

   5代会長 大谷金一 

〇2年度事業    

メキシコ・アメリカクラブ小学校建設資金＠5 ドル 

   南伊豆地震義援金 ＠500円 

   社会奉仕合同緑化運動 ＠1500円 

   中原市民館落成記念に 15万円ブロンズ女性 

像・展示用パネル 

〇3年度事業    

ロータリー財団寄付 100％ 

〇4年度事業   

地区大会出席率第一位 

   会員増強第三位 

   グアテマラ義援金 20,000円 

〇5年度事業     

ミンダナオ島地震災害援助 

   交通安全協会に広報車購入資金 50万円 

   国際奉仕・マレーシアのペナンＲＣへ寄付金 300ドル 

   高級ワイヤレスマイクアンプ一式を中原消防署へ 

   川崎園芸まつりにお祝い金を贈る 

〇10周年記念     

昭和 57年 10月 19日        

会場 ホテル・ザ・エルシー  49名 

   会長 大橋為宣 

   実行委員長 松本 等 

   6代会長 松本 等 

   7代会長 和田平作 

   8代会長 青木豊之助 

   9代会長 伊藤文治 

   10代会長  野村武一 

〇15周年記念     

昭和 62年 7月 19日           

ホテル・ザ・エルシー     72名 

   会長 成川幸治郎 

実行委員長 伊藤文治 

   11代会長 大橋為宣 

   12代会長 小川慶一 

   13代会長 柳川 哲 

   14代会長 井出庄吉 

   15代会長 鹿島庄平 

   記念事業 

・ポリオプラス基金へ寄付 

・心身障害者を演劇に招待  

(昭和 62年 7月 17日：中原市民館) 

    ・交通及び防犯の標語板設置 

・小杉駅前補導路面に案内版設置 

〇20周年記念     

平成 4年 7月 14日              

会場 エポック中原    75名 

   会長 近藤幸長 

   実行委員長 鹿島庄平 

   16代会長 成川幸治郎 

   17代会長 市川昌三 

   18代会長 中山武夫 

   19代会長 伊藤達男 

   20代会長 朝山秀男 

   ・ホームクラブ 20年間 100％松本 等 

   ・10年間出席優秀者会員 25名 

   記念事業 

・広報車贈呈 中原安全協会へ 

    ・エチオピアへ植林事業支援資金  

(内藤会長現地へ赴く) 

〇25周年記念   

平成 9年 7月 7日            

会場 ホテル・ザ・エルシー   63名 

   会長 廣山宗一 

   実行委員長 中山武夫 

   21代会長 近藤幸長 

   22代会長 髙木洋一 

   23代会長 朝山正巳 

   24代会長 内藤教雄 

   25代会長 松原孝雄 

   記念事業 

    ・市へ緑化資金寄付 



         

〇平成 8年 

10月 29日 

移動例会・江川雨水貯留工事現場 

        11月 28日 

新クラブ（とどろき）創立総会（新横浜） 

〇平成 9年 

5月 12日 

移動例会・川崎とどろきチャーターナイト 

        6月 24日 

夜間移動例会・屋形船 

  〇バナーの解説  2代会長 堀越 登 

    百合の花は神奈川県の花であり、当クラブ市 

の約中央に位置するので百合を真ん中にし、

素朴で清純、真摯な気風をあらわす。 

  〇30周年記念     

平成 14年 7月 1日            

会場 ホテル・ザ・エルシー    62名 

     会長 井上裕司   

     実行委員長 朝山秀男 

     26代会長 廣山宗一 

     27代会長 内藤 守 

     28代会長 小島三佶 

     29代会長 井上光明 

     30代会長 藤井道郎 

     記念事業 

     ・金一封・川崎市緑化基金 

     ・金一封・中原区暴力団排除対策協議会 

     ・金一封・（社）日本エチオピア協会 

     ・テント 2張・ボーイスカウト中原地区連絡会 

     ・金一封・神奈川県骨髄移植を考える会 川崎支部 

     ・金一封・川崎ウィルチェアーダンス研究会 

〇35周年記念    

平成 19年 9月 1日          

会場 ホテル精養軒    58名 

  会長 青木森生    

  実行委員長 髙木 洋一 

  31代会長 井上裕司 

32代会長 鹿島市郎 

  33代会長 小島 満 

    34代会長 白井正男 

    35代会長 鹿島一彦 

〇国際大会（大阪ドーム） 

有馬温泉泊 

     2004年 5月 23日・24日 

     琵琶かたり・・・箱根塔の沢「阿弥陀寺」住職 

〇40周年記念     

平成 24年 7月 1日          

慶應藤原洋記念ホール    49名 

    会長 鹿島義久 

    実行委員長 井上裕司 

    36代会長 青木森生 

    37代会長 川口禮敬 

    38代会長 小泉繁勝 

    39代会長 内藤幸彦 

    40代会長 志村修司 

    記念事業 

    ・.教育支援  宮城県名取市閖上中学校 

〇地区協議会  

慶應義塾大学日吉キャンパス 

 〇.移動例会   

春日山部屋 

〇川崎とどろき 15周年記念 

11月 21日 

〇45周年記念    

平成 29年 7月 1日 

    会場 ホテル精養軒    45名 

    会長 小丸日出夫 

    実行委員長 川口禮敬 

    41代会長 鹿島義久 

    42代会長 上原伸一 

    43代会長 細山勝三郎 

    44代会長 金子利昭 

    45代会長 冨岡昭一 

    記念事業 

     ・東日本復興支援牡鹿半島地区  

 〇年末家族会 

ホテルニューオータニ 

   国際ロータリー会長 田中作次様の来訪受ける 

 〇.川崎とどろき 20周年記念式典 



〇地区協議会２０１０～2011年度 

    平成 22年 3月 28日（日）  

会場 慶應義塾大学日吉キャンパス 

    ホストクラブ会長 小泉繁勝  

コ・ホストクラブ会長 齊藤 巖 

    ガバナー      野坂 定 

    ガバナーエレクト 川野正久 

    実行委員長    廣山宗一 

    副委員長      川口禮敬 

      〃        白井正男 

      〃        宗澤文良 

      〃        井上 明 

      〃        小島 満 

      〃        朝山 秀男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


