
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 聡会場監督  

 合  唱  「我等の生業」 

 お客様紹介  川口 禮敬親睦活動委員 

山寺 雄太様（第 2590 地区ロータリー財団補助金委員

会 副委員長 （川崎西 RC）） 

今後のプログラム予定 

10月 プログラム名 

      10月 22日    休 会 

第 3例会 10月 29日 

→10/26地区大会へ参加 

（振替） 

10/29の例会はございません 

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 36 名 

5 名 

対象外 

（3） 

94.74％ 

欠 9 名 

対象外 

（7） 

MU0 名 94.12% 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  松井 孝至会員 

小林 敏伸会員   朝山 秀男会員  佐川 陽子会員 

 

ニコニココーナー 朝倉和信副会場監督 

 
 

山寺 雄太様：本日はお世話になります。 

萩原 ひとみ会長：本日は地区ロータリー財団補助金

委員会副委員長の山寺雄太様に卓話を

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：ロータリー財団補助金委員会副委

員長山寺雄太様、本日の卓話よろしくお

願いします。小泉会員、金婚式おめでとう

ございます。 

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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      ホテル精養軒 
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内藤 幸彦会員：地区ロータリー財団補助金委員会山

寺雄太副委員長様 卓話ご苦労様です。

楽しみに拝聴させていただきます。 

小丸 日出夫会員：地区ロータリー財団補助金副委員

長 山寺雄太様、本日は当クラブへお出

で頂き誠にありがとうございます。本日の

卓話よろしくお願い致します。小泉様、金

婚式おめでとうございます。 

川口 禮敬会員：山寺雄太様、卓話ありがとうござい

ます。 

伊藤 文治会員：ご多忙の中、地区財団副委員長の

山寺雄太様にはロータリー財団の啓蒙卓

話を頂きありがとうございます。  

小泉 繁勝会員：ご無沙汰しております。お祝いあり

がとうございます。もう少し長生きしたいと

思います。 

島 利夫会員：10/12～18までトラック島に行ってきま

す。いつかお話します。 

金子 利昭会員：地区ロータリー財団補助金副委員

長 山寺雄太様卓話よろしくお願い致しま

す。 

渡邉 新治会員：卓話拝聴いたします。よろしくお願

い致します。 

合計  11件 27,     16,000円 

累計  211件    282,000円 

会 長 報 告 萩原 ひとみ会長 

 

 

1.国際ロータリーより 2019年 10月のロータリーレート 

 のお知らせが届いております。2019年 10月 1ドル 

 ＝108円   ご参考）2019年 9月 1 ドル＝106円 

2.第 2590地区ガバナー轟 淳次様より、先般の公式 

 訪問のお礼状が届いております。回覧致します。 

3.地区より RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）パ 

 ートⅡ開催のご案内が届いております。日 時：11 

 月 10日（日） 8：30～17：30 場 所：聖光学院中学 

 校高等学校 出席対象者：クラブ会長・クラブ会長 

 エレクト・クラブ幹事他 （当クラブは一泊移動例会 

 と重なるため欠席） 

4.地区より 2019年 9月台風 15号千葉県被災地への 

  義援金ご協力の依頼が届いております。義援金 

  額：会員一人当たり 500円以上 

5.横浜南ローターアクトクラブより第 13回たばこの吸 

  い殻拾い＆ウォーキング例会のご案内が届いて 

  おります。日 時：11月 17日（日）開会 10：30 

  場 所：蒔田（まいた）公園（横浜市南区）詳細は 

  回覧いたします。 

6.本年度の米山奨学金寄付（20,000円）を現在集金 

  中です。皆様のご協力をお願いいたします。 

幹 事 報 告 長谷山 尚城幹事 

 

1.例会変更 

  横浜あざみ 10月 23日（水）休会 

  10月 30日（水） 夜間例会 点鐘 18：00 

  あざみ野ローンテニスクラブ 1Ｆ レストラン カフェ・ 

  ド・ローランギャロ 

  川崎中央  10月 14日（月） 休会 

      10月 21日（月）→26日（土）地区大会に参加 

  川崎北 10月 23日（水）→26日（土）地区大会に参加 

       10月 30日（水） 休会 

  川崎高津南  10月 14日（月） 休会 

            10月 21日（月） 休会 

  川崎マリーン 10月 24日（木）→26日（土）地区大会 

            へ参加  

       10月 31日（木） 休会 

          ＊10/24メークアップデスクございます。 

  川崎 10月 17日（木） 休会 

      10月 31日（木） 休会 



  川崎鷺沼 10月 9日（水）→6（日）に変更 社会奉 

         仕・広報活動 さぎ沼秋まつり 出店参加  

         10：00～16：00 

         10月23日（水）→20日（日）に変更 宮前 

         区民祭 団体紹介参加 

         例会 点鐘 12：00 ジョナサン 宮前平店 

        10月 30日（水）→26日（土）に変更 地区 

        大会に参加 

  川崎とどろき 10月 14日（月） 休会 

           10月 21日（月） 休会 

      10月28日（月）→26日（土） 地区大会へ参加 

  2.例会場変更のお知らせ 

    川崎西北  登戸 柏屋（新装開店）川崎市多摩 

     区登戸 3506 RIVERSIDE POINT2F 詳細は回 

     覧いたします。 

   3.例会時間一部変更のお知らせ（2019年 9月～） 

     川崎中原  第 3週早朝例会の開店点鐘 午前 

      7：15に変更 （変更前 7：30） 例会時間 7：15 

      ～8：00→その後レストランにて食事（例会場 

      は精養軒 変更なし） 

   4.川崎中原ロータリークラブより、例会のご案内が 

     届いております。・11/7（木）12：30～ 山口 美 

     咲さん（競泳（自由形）元日本代表）・11/21（木） 

     7：15～ 藤森 友香さん（スノーボードクロス元 

     日本代表）詳細は回覧いたします。 

お 祝 い ご と 

 

金婚式  小泉繁勝会員 

 

 

  卓  話 

 「ロータリー財団とグローバル補助金について」 

  

地区ロータリー財団補助金委員会 

副委員長 山寺 雄太様（川崎西ＲＣ） 

 

【略 歴】 

 昭和５０年９月２６日生 

 平成２３年１１月   

川崎西ＲＣ入会 

平成 28年 7月～平成 29年 6月 

青少年交換委員長 

令和 1年 7月 1日～ 

  ロータリー財団補助金委員会副委員長 

 

 

ご紹介 伊藤 文治ロータリー財団委員長 



 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

   

   

    

    

   


