
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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  「それでこそロータリ―」 

 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 

10月 プログラム名 

第 2例会 10月 8日 
ロータリー財団関連卓話 

山寺雄太 R財団補助金副委員長 

第 3例会 10月 15日 
会員卓話 原 敏之会員 

防犯ネット贈呈式 

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 

（7） 

94.12％ 

欠 8 名 

対象外 

（5） 

MU1 名 91.76% 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  堀一 慶明会員 

松井 孝至会員  志村 修司会員  小林 敏伸会員 

朝山 秀男会員  長谷川俊雄会員  市川  宏会員 

柾木 國義会員 

ニコニココーナー 朝倉和信副会場監督 

轟 淳次様：ガバナーを拝命致しました川崎マリーンＲ

Ｃの轟淳次と申します。本日は公式訪問

にお邪魔させて頂きました。皆様の想いを

地区運営に活かして参ります。どうぞご指

導とご協力の程よろしくお願いします。 

小山 宏明様・野口 四郎様・山崎 美津夫様：本日は

地区大会のご案内と参加のお願いに伺い

ました。来る 10/25・26皆様のご参加をお

待ち致しております。よろしくお願い致しま

す。 

鈴木 慎二郎様：本日は公式訪問に随行いたしました。

轟ガバナーを支えるべく一年間邁進いた

しますので皆様のお力添えを心よりお願

い申し上げます。 

洪 征治様：本日はガバナー公式訪問です。よろしくお

願い致します。 

ゲスト 
轟 淳次様 

第 2590地区ガバナー 
（川崎マリーンＲＣ） 

ゲスト 
洪 征治様 

第 2Gガバナー補佐 
（川崎北 RC） 

ゲスト  
鈴木 慎二郎様 

第 2590地区幹事 
（川崎マリーンＲＣ） 

ゲスト 
小山 宏明様 

第 2590地区財務委員長・ 
地区大会委員長（川崎マリーンＲＣ） 

ゲスト 
山﨑 美津夫様 

第 2590地区副幹事 
（川崎マリーンＲＣ） 

ゲスト 
野口 四郎様 

第 2590地区副幹事 
（川崎マリーンＲＣ） 

ゲスト 
齊藤 かおり様 

㈱ＳＴＡＦＦコンシェル 
代表取締役社長 

ゲスト 
市川 郁雄様 

川崎とどろきＲＣ 会長 

ゲスト 
グラッズィ 

2019-20年度青少年交換学生 
（ブラジル） 

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 2248回例会 

2019年 9月 24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 
          ＯＣＴＯＢER.1. 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/


市川 郁雄様：本日は青少年交換学生の表敬訪問に

参りました。一年間よろしくお願い致しま

す。 

萩原 ひとみ会長：本日は轟淳次ガバナー様・洪征治

ガバナー補佐様公式訪問ありがとうござ

います。ご指導の程よろしくお願い申し上

げます。入会候補者として齊藤かおりさん

をお招きしました。お仲間になって下さい

ます日を楽しみにしております。 

上原 伸一副会長：轟ガバナーをお迎えして。 

長谷山 尚城幹事：轟ガバナー・洪ガバナー補佐を始

め地区の皆様、本日はよろしくお願いしま

す。青少年交換学生グラッズィさん頑張っ

てください。 

内藤 幸彦会員：お暑い中、轟淳次ガバナー・洪ガバ

ナー補佐・鈴木幹事始めキャラバン隊の

皆様公式訪問ご苦労様です。当クラブも

増強、皆で頑張っています。そして交換学 

生グラッズィさん日本を楽しんでください。 

中山 武夫会員：轟ガバナーをお迎えして。 

金子 利昭会員：本日第 2590地区ガバナー轟淳次様

公式訪問よろしくお願い致します。 

小島 徹会員：第 2590地区ガバナー轟様よろしくお願

いします。 

小泉 繁勝会員：轟ガバナーお待ちいたしておりました。

その節は皆様大変お世話になりました。こ

れも一重に仲間のロータリアンの対応の

早急なお手配のお陰と思っており、感謝

いたしております。 

島 利夫会員：よろしくお願いします。 

伊藤 稔会員：轟ガバナーをお迎えして。 

廣山 宗一会員：轟ガバナーをお迎えして、本日はよ

ろしくお願い致します。 

鹿島 義久会員：本日は第 2590地区ガバナー轟淳次

様ガバナー公式訪問卓話（女性とロータリ

ー入会の経緯）よろしくお願い致します。 

白井 正男会員：ガバナー公式訪問でご指導よろしく

お願い致します。 

小丸 日出夫会員：よろしくお願い致します。 

冨岡 昭一会員：第 2590地区轟ガバナーをお迎えして、

本日はよろしくお願いします。 

井上 裕司会員：第 2590地区ガバナー轟様をお迎え

して。 

渡邉 新治様：ガバナー轟様よろしくお願い致します。 

細山 勝三郎会員：轟ガバナーようこそお越しください

ました。本日はよろしくお願いします。 

川口 禮敬会員：轟ガバナーをお迎えして。 

伊藤 文治会員：轟ガバナーにはご多忙の中、訪問

頂きありがとうございます。  

叶野 聡会員：第 2590地区ガバナー轟淳次様、本日

はよろしくお願い致します。 

市川 実会員：公式訪問ありがとうございます。 

朝倉 和信会員：よろしくお願いします。 

合計  28件 27,     56,000円 

累計  184件    250,000円 

会 長 報 告 萩原 ひとみ会長 

1.地区より地区ロータリー財団セミナー開催のご案内 

  が届いております。日 時：10月 10日（木）15：00 

   ～17：30場 所：ＨＯＴＥＬ ＰＬＵＭＭ（ホテル プ 

   ラム）  3Ｆ「ジョルジュサンク」 

2.地区より 2019-20年度米山学友会 総会のご案内 

  が届いております。日 時：10月 6日（日）10：30～ 

  受付・登録   13：00～懇親会 場 所：ホテル横 

  浜キャメロットジャパン Ｂ1階（総会） 4階フロン 

  ティア（懇親会） 

3.神奈川県共同募金 赤い羽根運動が届いておりま 

  す。・赤い羽根共同募金／川崎フロンターレコラボ 

   ピンバッジ ＠500円・赤い羽根共同募金／オリ 

   ジナル動物バッジ＠500円ご協力をお願いしま 

   す。 

4.川崎市消防士音楽隊より定期演奏会プログラムへ 

  の広告掲載の募集が届いております。詳細は回 

  覧いたします。 

5.公益財団法人ロータリー米山記念奨学会よりハイ 

  ライトよねやま 234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 

 川崎西北 9 月 26日（木）  休会 

        10月 3日（木） 通常例会 10月より会 

        例会場（基本） 例会場移転 柏屋 川 

        崎市多摩区登戸 3506  ＲＩＶＥＲＳＩＤＥ 

        ＰＯＩＮＴ 2Ｆ 

        10月 10日（木）  通常例会 柏屋 

        10月 17日(木)   通常例会 柏屋 

          10月 24日（木）  10/26（土）地区 

          大会へ移動例会 地区大会会場 

          パシィフィコ横浜 

          10月 31日（木）   休会 

   川崎麻生 9月 27日（金）   夜間移動例会 



           （新会員歓迎会）点鐘 18：00 

           18：30～歓迎会 柿生『とん鈴』 

2.会報受理    川崎北ＲＣ 川崎中原ＲＣ 回覧いた 

           します。 

3.2019-20年度活動計画書受理  川崎鷺沼 RC 事務 

  所にて保管しております。 

4.次週 10/1は例会終了後、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。 

ガバナー公式訪問  

 

第 2590地区ガバナー 轟 淳次様（川崎マリーンＲＣ） 

 

お客様ご挨拶  

 

第 2590地区財務委員長・地区大会委員長 

小山 宏明様（川崎マリーンＲＣ） 

第 2590地区副幹事 

山﨑 美津夫様（川崎マリーンＲＣ） 

第 2590地区副幹事 

     野口 四郎様（川崎マリーンＲＣ） 

    

2019-20年度青少年交換学生カウンセラー 

市川 郁雄様(川崎とどろきＲＣ 会長) 

 

2019-20年度青少年交換学生 

グラッズィさん（ブラジル） 

 

ガバナー公式訪問卓話  

「女性とロータリー入会の経緯」 

  

第 2590地区ガバナー 轟 淳次様 



1943年 8月 21日 生 

三和矢崎サービス株式会社 会長 

 

【ロータリー歴】 

1993年 2月 15日  川崎マリーンＲＣ入会 

(創立会員) 

1998～1999年度   川崎マリーンＲＣ会長 

2002～2003年度   地区マッチンググランド 

              ＣＡＰ委員長 

2009～2010年度   地区Ｒ財団増進委員長 

2011～2012年度   地区Ｒ情報・広報・ＩＴ委員長 

2013～2014年度   第１グループガバナー補佐 

              オン・ツー・シドニー委員 

2016～2017年度   地区グローバル補助金委員長 

2016～2017年度   地区グローバル補助金委員 

2016～2017年度   地区Ｒ財団補助金委員長 

              地区危機管理委員 

2016～2017年度   オン・ツー・ハンブルグ委員長 

              地区戦略計画委員 

              危機管理委員 

 

 

 

ガバナー紹介  第 2Gガバナー補佐 洪 征治様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


