
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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  栗原 茂昭親睦活動委員 

今後のプログラム予定 

8・9月 プログラム名 

第 4例会 8月 27日 
夜間例会  点鐘 17：30 

ｻｻﾞﾝｵｰﾙﾄﾞｽﾀｰｽﾞによる演奏 

第 1例会 9月 3日 
会員お祝い・情報集会報告 

理事役員会 

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 33 名 

8 名 

対象外 

（3） 

86.84％ 

欠 3 名 

対象外 

（1） 

MU0 名 95% 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  松井 孝至会員 

津田 篤志会員   小丸日出夫会員 柾木 國義会員 

長谷川俊雄会員  小林 敏伸会員  渡邉 新治会員 

ニコニココーナー 市川実会場監督（補） 

萩原 ひとみ会長：昨日は青少年奉仕委員長会議に

出席し勉強して参りました。本日は上原副

会長、卓話ありがとうございます。建築と

景観のお話、楽しみにしております。 

長谷山 尚城幹事：マシュー君ようこそ！！上原会員、

卓話楽しみにしています。 

上原 伸一会員：今日は拙い話にお付き合い下さい。 

伊藤 文治会員：上原さん卓話ご苦労様です。 

廣山 宗一会員：上原パスト会長卓話ご苦労様です。 

川口 禮敬会員：上原会員スピーカーご苦労様です。

楽しみに拝聴致します。 

冨岡 昭一会員：上原伸一パスト会長殿、本日の卓

話よろしくお願い致します。 

伊藤 稔会員：上原パスト会長、卓話ご苦労様です。

楽しみにしています。 

細山 勝三郎会員：上原さん卓話確か初めて聞くと思

います。昨年度はお世話になりました。

ありがとうございます。 

井上 裕司会員：上原副会長、卓話ご苦労様です。 

中山 武夫会員：上原さん卓話ご苦労様です。 

小島 徹会員：上原さん、今日は卓話とても楽しみで

す。よろしくどうぞ。 

堀一 慶明会員：上原会員、卓話ご苦労様です。 

朝倉 和信会員：上原会員卓話楽しみです。よろしく

お願いします。 

叶野 聡会員：上原副会長の卓話楽しみです。よろし

くお願いします。 

市川 実会員：上原さん、本日の卓話よろしくお願いし

ます。 

合計  16件 27,    16,000円 

ゲスト ｼｽｺ・ﾏｼｭｰ・ 
ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ・ﾓﾝｶｰ 様 

  元米山奨学生 

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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累計  92件    120,000円 

会 長 報 告 萩原 ひとみ会長 

1.国際ロータリーより 8月のロータリーレートのお知ら 

 せが届いております。8月 1＄＝108円 （ご参考 

 7月 1＄＝108円） 

2.地区よりクラブ米山記念奨学委員長会議開催のご 

 案内が届いております。日 時：8月 29日（木）15： 

 00～17：00 場 所：メモワールプラザソシア 21 4F 

 「ウイング」 

3.タウンニュース（7/26号）に当クラブの暑中見舞い 

 のご挨拶の記事が掲載されております。 

幹 事 報 告 長谷山 尚城幹事 

1.例会変更 

  横浜日吉  8月 14日（水） 休会 

  川崎西   8月 30日（金） 休会 

  川崎     8月 15日（木）・29日（木） 休会 

  川崎幸   8月 9日（金）・16日（金）  休会 

  川崎大師  8月 14日（水） 休会 

          8月 21日（水）例会場変更  

        川崎大師平間寺 信徒会館 2F 大広間 

  川崎北   8月 14日（水） 休会 

         8月 28日（水） 夜間移動例会 

         点鐘 18：00 

 横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 4F「清流の間」 

   川崎とどろき 8月 12日（月）・19日（月）  休会 

          8月 26日（火） 夜間例会 点鐘 18：00 

          精養軒 

  川崎百合丘  8月 13日（火） 休会 

            8月 20日（火） 移動例会 点鐘 17：00 

           ホテルモリノ新百合丘 8F 

                      納 涼 会 17：30～ 

            ホテルモリノ新百合丘 7F 

   川崎宮前   8月 13日（火） 休会 

   横浜南     8月 10日（土） 休会 

   横浜南央   8月 13日（火） 休会 

   川崎鷺沼   8月 14日（水） 休会 

2.次週 8/13は休会です。 

3.事務局閉館日 8/8・13・15・16 となります。 

4.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いたします。 

 

お客様ご挨拶 

   

元米山奨学生 ｼｽｺ・ﾏｼｭｰ・ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ・ﾓﾝｶｰ 様 

 

お 祝 い ご と 

入会記念日 
朝山 秀男会員    伊藤 文治会員   

三木 治一会員    中山 武夫会員 

井上 裕司会員    栗原 茂昭会員 

会員誕生日 

中山 武夫会員    川口 禮敬会員 

朝倉 和信会員    津田 篤志会員 

配偶者誕生日 

原 敏之 会員 千世様 

栗原 茂昭会員 恵美様 

佐川 陽子会員 欣弘様 

 

 
会員誕生日 

  中山武夫会員・川口禮敬会員・朝倉和信会員 

   

   

 

 



卓  話 

  

         上原 伸一 会員 

「建築と社会(景観、環境、文化)」 

ひさしぶりの卓話の機会をいただき、何をテーマ

にしようかと悩みましたが、私の仕事(設計)と最近

の私生活(旅行)の話をさせていただきます。 

建築は歴史の中で社会に対し、景観、環境、文化

に大きく貢献してきました。日本では法隆寺、室生

寺といった神社仏閣、戦国時代の城、千利休に代

表される茶文化、近代に入り西欧の洋館、そしてオ

リンピックや万博に代表される重要なイベント施設

等が社会で大きな役割を担って来ました。 

皆さんは海外によく行かれていると思いますが、見

学先として自然、文化、食などと共に観光資源とな

っている建物を見る機会も多いと思います。 

 私達夫婦も子育てが終わり空白の時間をどう過

ごすかと思った時、今から 8年程前にスペインに行

きました。以来、特に女房が海外にはまり、トルコ、

イタリア、中欧、ベルギー、南イタリア、北イタリア、

フィンランド、オーストラリア、バルセロナ・フランス、

バスクと西欧を中心に行って来ました。 

 私の女房は、自然や歴史に触れることのほかに、

美味しい物を食べ、美味い酒を飲むことが旅行の

最大の楽しみのようですが、最近はツアーの見学

コースに近代の建物が入っていることも多く、私の

個人的に予定した建物の見学にも渋々ながら付き

合ってくれるようになり、建物を見る機会が増えまし

た。 

 今日紹介するスライドは、私達が最近行った 4回

に亘る海外旅行の建物にスポットを当てています。

ご紹介する建物はそれぞれ文化に大きな影響を与

え、その保存再利用などにより観光資源としての価

値を高め、その国を知る上で欠かせないものにな

っています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


