
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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  「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介  市川 宏親睦活動委員 

小川 湧三様（川崎鷺沼 RC） 

クルーズ由美子様（川崎北ＲＣ） 

今後のプログラム予定 

 11月 プログラム名 

第 3例会 11月 19日 
卓話 

落語 春風亭柳太郎様 

第 4例会 11月 26日 

卓話 

株式会社 DeNA川崎ブレイ 

ブサンダース 

代表取締役社長 

元沢 伸夫様 

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 

42 名 34 名 

8 名 

対象外 

（3） 

94.44％ 

欠 5 名 

対象外 

（3） 

MU0 名 94.74% 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  小林 敏伸会員 

朝山 秀男会員  上原 伸一会員  長谷山尚城会員 

松井 孝至会員  佐川 陽子会員   原 敏之 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。 

クルーズ由美子様：中 RCの皆様、いつもお世話にな

っております。本日もよろしくお願いいた

します。 

 萩原 ひとみ会長：本日は片岡先生、入会本当にお

めでとうございます。とても嬉しく心待ち

にしておりました。よろしくお願い致しま

す。11/10閖上小中学校へ行って参りま

す。会員全員の気持ちを伝えてきます。

50周年に向けて、40周年の時の訪問を

つなげていければと思います。本日は津

田会員、卓話楽しみです。よろしくお願い

します。 

内藤 幸彦会員：司法書士片岡英之先生の入会を祝

して。不動産管理の上でも大変お世話に

なった先生です。とても面倒見の良いお

人柄です。皆様よろしくお願い申し上げま

す。また津田さん卓話ご苦労様です。楽し

みに拝聴いたします。 

伊藤 文治会員：本日より、財団寄付金の受付を始め

ております。一人でも多くの方のご協力を

よろしくお願い申し上げます。 

小丸 日出夫会員：津田会員の入会卓話がとても楽し

みです。片岡英之さん、本日の入会おめ

でとうございます。今後はロータリーライフ

を楽しんでください。一泊移動例会参加者

会   長   萩原 ひとみ 
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の会員皆様、来週はよろしくお願い致しま

す。 

川口 禮敬会員：津田会員卓話ご苦労様です。楽し

みに聴かせていただきます。 

冨岡 昭一会員：津田篤志会員、本日の入会卓話楽

しみに拝聴します。片岡英之様入会おめ

でとうございます。大歓迎です。 

小島 徹会員：本日は、津田さん卓話楽しみにしてい

ます。片岡さん入会おめでとうございます。

ロータリーを楽しんでください。 

小島 満会員：津田さん卓話ご苦労様です。片岡さん

入会おめでとうございます。今後よろしく。 

小泉 繁勝会員：津田会員、卓話楽しみにしています。

片岡さん入会おめでとうございます。萩原

会長昨日はお世話になりました。 

細山勝三郎会員：片岡英之さん、新入会おめでとうご

ざいます。楽しいロータリーライフを過ごし

ましょう。 

渡邉 新治会員：本日もよろしくお願いします。 

叶野 聡会員：片岡英之様、入会おめでとうございま

す。津田篤志会員の卓話楽しみです。よ

ろしくお願いします。 

合計  14件 27,    16,000円 

累計  249件    331,000円 

会 長 報 告 萩原 ひとみ会長 

1.国際ロータリーより 2019年 11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 11月 1ドル 

 ＝108円 ご参考）2019年 10月 1 ドル＝108円 

2.地区より、先般開催されました地区大会が無事終 

  了したとのお礼状が届いております。 

3.地区より次年度（2020-21年度） 第 2グループガバ 

 ナー補佐の委嘱のお知らせが届いております。 

 〇第 2グループガバナー補佐   細山 勝三郎 

4.地区より『旧東海道クリーンウォーク』参加のお誘い 

  が届いております。日 時：12月 1日（日）集合 13 

  時 集合場所：川崎班 ＪＲ川崎駅 日航ホテル前 

  広場 横浜班 横浜駅西口 ホテルキャメロットジ 

  ャパン前 コース：川崎班 川崎宿⇒生麦事件碑 

  ⇒キリンビール工場 横浜班 神奈川宿⇒神奈川 

  新町⇒生麦事件碑⇒キリンビール工場 

5.ハイライトよねやま 235が届いております。 

6.公益財団法人 日本盲導犬協会より 会報盲導ク 

  ラブ 96号が届いております。 

7.国連 UNHCR（ユーエヌエイチシーアール）協会より 

 ニュースレター42号が届いております。 

8.社会福祉法人 川崎いのちの電話より「広報誌 97 

 号」が届いております。 

9.東日観光㈱より 2020年国際ロータリー年次大会 

 （ホノルル大会）参加旅行募集のご案内が届いて 

 おります。 

幹 事 報 告 長戸 隆彦副幹事 

1.例会変更 

 川崎       11月 21日（木）  休会 

 川崎とどろき  11月 25日（月）  夜間移動例会 

        点鐘 18：30  屋形船 川崎つり幸本家 

 川崎大師    11月 6日（水）   休会 

 川崎高津南   11月 18日（月）  休会 

 新川崎      11月 6日（水）   休会 

2.会報受理   新川崎ＲＣ   回覧いたします。 

3.次週11/12は11/10～11（一泊移動例会）の振替の 

 為、例会はございません。 

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。 

入 会 式  片 岡 英 之様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
職業分類：司法書士 
生年月日： 
ご家族 ： 
趣  味： 
 

お祝いごと 

入会記念日 
堀一 慶明会員 
渡邉 新治会員  
長谷山尚城会員  



内田 義治会員 
会員誕生日 
伊藤 文治会員 
三木 治一会員 
堀一 慶明会員 
小島 徹会員 
萩原ひとみ会員 
柾木 國義会員 
結婚記念日 
堀一 慶明会員 
川口 禮敬会員 
白井 正男会員 
鹿島 義久会員 
市川 宏会員  
叶野 聡 会員 
大友 徹会員 
内田 義治会員 
津田 篤志会員 
配偶者誕生日 
三木 治一会員 道子様  
井上 裕司会員 美佐子様 

津田 篤志会員 依子様 

 
会 員 誕 生 日 

伊藤文治会員・堀一慶明会員・小島徹会員 

萩原ひとみ会員・柾木 國義会員 

会 員 卓 話 津田篤志会員 

 
 

「在宅における医療介護 

  ～今を生きる子供たちの健全な未来～」 

  (内容については別紙) 
  

本日の食事 

 
 

萩原ひとみ会長と片岡英之新会員 

 
 

例会場内 

 


