
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 

9月 プログラム名 

9月 17日 休 会 

第 3例会 9月 24日 ガバナー公式訪問 

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 32 名 

9 名 

対象外 

（5） 

88.89％ 

欠 9 名 

対象外 

（5） 

MU0 名 88.89% 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  小泉 繁勝会員 

堀一 慶明会員   鹿島 義久会員  長戸 隆彦会員 

小島 徹 会員   松井 孝至会員   志村 修司会員 

小丸日出夫会員 

ニコニココーナー 朝倉和信副会場監督 

クルーズ由美子様：ひとみ会長、先日は大変楽しいジ

ャズコンサートありがとうございました。 

萩原 ひとみ会長：先週はハワイアンナイトに細山さん

とサザンオールドスターズの皆様、大変楽

しい時間をありがとうございました。中ロー

タリーの夏のいい思い出になりました。こ

れからも楽しい例会を目指します。 

長谷山 尚城会員：情報集会の報告、各リーダーの方

よろしくお願いします。 

川口 禮敬会員：過日の婦人同伴情報集会お世話に

なりました。 

細山 勝三郎会員：ハワイアンナイトではサザンオー

ルドスターズを応援頂きありがとうござい

ました。おかげで楽しく演奏できました。 

白井 正男会員：先日の下小田中地区情報集会、出

席者の皆様、大変お世話になりました。 

原 敏之会員：大戸A地区の皆様、情報集会お世話に

なりました。 

伊藤 文治会員：情報集会各地区リーダーの方々報

告ご苦労様です。 

冨岡 昭一会員：情報集会報告の件、各地区リーダー

の方よろしくお願いします。 

渡邉 新治会員：本日もよろしくお願いします。 

小林 敏伸会員：         〃 

合計  11件 27,    12,000円 

累計  139件    172,000円 

 

ゲスト 
クルーズ由美子様 

川崎北ロータリークラブ 

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 

2019～2020 

第 2246回例会 

2019年 9月 3日 

 

 

例会日 毎週火曜日 12 時 30分点鐘  
例会場 川崎市中原区小杉町 3-10 
      ホテル精養軒 
      TEL(044)711-8855 
事務所 川崎市中原区小杉町 3-428 
      山協ビル 402 号 TEL(044)722-4331 

FAX(044)722-6334 
E-mail：k-naka@galaxy.ocn.ne.jp 
URL:https://www.kawanaka-rc.com 

 

 

 

 
RI会長 マーク･ダニエル・マローニー 
第 2590地区ガバナー     轟 淳次 
          SEPTEMBER.10. 2019 

 
       川崎中ロータリークラブ会報                

KAWASAKI NAKA ROTARYCLUB／FOUNDED 1972.7.15  

 

mailto:k-naka@galaxy.ocn.ne.jp
https://www.kawanaka-rc.com/


会 長 報 告 萩原 ひとみ会長 

1. 地区より 2019-20年度地区大会の開催のご案が 

届いております。日 時：10月 25日（金）・26日（土） 

  場 所：パシフィコ横浜 なお 10/26（土）本会議の 

  出欠につきましては、先日 FAXをお送りさせていた 

  だきましたのでご回答の程よろしくお願いいたします。 

2. 公益財団法人 米山梅吉記念館より賛助会ご入

会のお願いと館報 34 号が届いております。回覧いた

します。 

幹 事 報 告 長谷山 尚城幹事 

1.例会変更 

 神奈川     9月 16日（月）  休会 

           9月 23日（月）  休会 

          10月 14日（月）  休会 

 川崎幸     9月 20日（金）  休会 

          10月 11日（金）  休会 

 川崎西北    9月 26日（木）  休会 

          10月 3日（木） 通常例会 登戸（新） 

 柏屋 移転先住所 川崎市多摩区登戸 2466 

2.会報受理   新川崎 RC  回覧いたします。 

3.2019-20年度活動計画書受理 川崎 RC 事務所に 

 て保管しております。 

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いたします。次週 9/10 

 は、例会後ガバナー公式訪問に伴うクラブ協議会 

 ②です。 

お 祝 い ご と 

入会記念日 

佐川 陽子会員  

会員誕生日 

鹿島 義久会員 

佐川 陽子会員 

配偶者誕生日 

内藤 幸彦 会員 英子様 

冨岡 昭一会員  きよ子様 

 

 

第１回 情報集会報告会 

議題 

 １ 萩原ひとみ会長年度に期待すること 
 ２ 会員増強について 
 ３ 2020-21年度の地区補助金プロジェクト 

について 
二ヶ領用水沿いの桜並木の更新に伴う苗木

の移植の案が出ておりますが他にも希望案があ
れば出していただきたい。 

 ４ その他新企画・提案等 

 
大戸Ａ地区 原 敏之会員 

   
開催日時 令和元年８月２２日（木） 

           18:00～ いさみ寿司 
  参加人数  9人 
 
１・女性の視点からきめ細かい運営を期待し 

たい。 
  ・１ヶ月が過ぎすでにクラブの進め方ができ 

ている。健康に留意されカラーを前面に出し頑
張って頂きたい。 

・長谷山幹事と共にクラブが活発になるよう 
な改革・提案を期待します。 

  
２・止むを得ず退会した会員（森田さん）や高 

齢等で退会した会員のご家族を継続かつ積 
極的に声掛けしていく。声をかけていくこ 
とが大切だと思う。 



  ・狙いをつけ粘り強くみんなで声をかけてい 
く。 

  
３・桜の苗木移植案で進めてもらいたい。 

  
４・４５周年の記念事業で実施した復興事業に 

ついてのその後が気になるので追跡した調 
査をお願いしたい。 

 

 
  住吉・今井地区 細山 勝三郎会員 
 

開催日時 令和元年８月２０日（火） 
           18:00～ ホテル精養軒 

 参加人数 １０人 
 
１・女性のきめ細かさが出ている 
 ・例会の初めの点鐘時にマイクを使って声を大 

きくしていただきたい。 
 ・女性会長として他クラブからも関心を持たれている

プレッシャーがあるが頑張ってもらいたい。 
 ・本年度はクラブとして色々仕掛けてあり良い。 
 ・席順がくじ引きで決めたりして色々な人と面識がで

きて良い。 
 ・何としても増強第一でやってもらいたい。 
 ・若くて人との付き合いも上手く、よく運営している。 
 
２・入会候補者 事実上決まっている方 ２名 
・これからアタックする方 １名 

 ・増強ノートに候補者を列記して一つ一つ行動を起
こしていくこと。 

 ・会長自身が行動力と企画力のある人なので期待
をしたい 

 
３・二ヶ領用水沿の桜の植え替えは進めていきたい。

具体的な行動と企画をしていきたい。 
 ・新丸子近辺で障害者支援の NPO法人への支援を

考えたい。 
 
４・特にこれといった特別なものはなかったが、色々

和気あいあいで、自然の流れで親睦の時間に入
っていきました。 

 ・当地区は女性会員２人がいるため明るく和やかな
雰囲気で、やはり新会員女性が多いに入会して
いただきたいと思った次第です。 

 
 
    大戸Ｂ地区 内藤 幸彦会員 

  
開催日時 令和元年８月２９日（木） 

           18:00～ 富士通ラウンジ 20Ｆ 
 参加人数 ９人 

 
 １・今年度萩原会長・長谷山幹事とも張り切っ 

て会が開催されていて、順調な滑り出しで 
ある。 
・初の女性会長ということで期待大であるが、気 
配りも良くなされている。 
・会長によって、その年度のやり方それぞれの
やり方があって良い。 

 
 ２・このグループには 3名ほど会員候補者がい 

るが、何とか彼らの入会を実現させたい。 
  ・1名は 9月に入ったら、会長と一緒に職場 

訪問の予定になっている。 
 
 ３・二ヶ領用水沿いの苗木移植には出席者ほぼ全

員賛成だった。桜のみならず区の木の桃もど
うかという意見もでた。 
 

 ４・11月予定の東北復興支援、名取市閖上地区訪
問は多くの会員の参加が望ましいという意見
が複数でた。 

  ・久しぶりの家族同伴ということで、5人の奥様も
出席して全員で 13名の出席ができました。奥
様方からもロータリーをどう見ているのか、一
言ずつご発言頂きました。 

   ＊大変なことも多いので、留学生のお世話とか
蔭ながら応援している。 

   ＊友達も増えているし、日頃から会員増強に努
めている様子もわかる。口下手だったのが、
しゃべる機会も増えて変わったと感じてい
る。 

   ＊火曜日元気に出かけている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      総 評 冨岡 昭一研修委員長 
 


