
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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  「それでこそロータリー」 

 お客様紹介  川口 禮敬親睦活動委員 

春風亭 柳太郎様（落語家） 

今後のプログラム予定 

 12月 プログラム名 

 第 1例会 12月 3日 

会員お祝い 年次総会 

情報集会報告 

理事役員会 

 第 2例会 12月 10日 
年忘れ家族会 

ホテル精養軒 

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 32 名 

10 名 

対象外 

（5） 

88.89％ 

欠 7 名 

対象外 

（3） 

MU1 名 89.74% 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  小林 敏伸会員 

朝山 秀男会員   小島 徹 会員  鹿島 義久会員 

堀一 慶明会員  長戸 隆彦会員  志村 修司会員 

 松井 孝至会員  大友 徹 会員  

ニコニココーナー 朝倉和信副会場監督 

 萩原 ひとみ会長：先日の閖上へは 20名で訪れる事

ができ、参加してくださったこのクラブの

全ての皆様に心から感謝します。おかげ

様でテントとメトロノーム等寄贈すること

ができ、八森先生の思いにも触れること

ができました。本日は春風亭柳太郎師匠

をお呼びしました。落語の例会を楽しみ

ましょう。 

 長谷山 尚城幹事：先日の閖上中訪問に参加された

皆様お疲れ様でした。春風亭柳太郎師

匠、落語楽しみにしています。 

 小丸 日出夫会員：先週の閖上中学訪問、一泊移動

例会に参加の会員の方々、大変ご苦労

様でした。春風亭柳太郎師匠、本日落語

が楽しみです。 

川口 禮敬会員：先週の閖上一泊移動例会参加者の

皆様ご苦労様です。春風亭柳太郎師匠あ

りがとうございます。楽しみです。 

白井 正男会員：先日の一泊移動例会、名取市閖上

小中学校訪問では皆様に大変お世話に

なりました。本日の例会楽しみです。 

金子 利昭会員：先日の宮城県一泊移動例会お疲れ

様でした。 

渡邉 新治会員：本日もよろしくお願いします。 

朝倉 和信会員：春風亭柳太郎師匠ありがとうござい

ます。楽しみです。 

 

合計  8件 27,    8,000円 

累計  276件    359,000円 

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 2255 回例会 

2019 年 11 月 19 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 
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会 長 報 告 萩原 ひとみ会長 

1.地区より第 7回ロータリー日台ロータリー親善会議 

 のご案内が届いております。日 時：3月 6日（金） 

 14：00～開会（登録 10：00～）場 所：ホテルニュー 

 オータニ博多 詳細は回覧致します。 

2．地区より第 52回インターアクト年次大会開催のご 

  案内が届いております。日 時：1月 19日（土）9： 

  30～16：00予定 場 所：聖ヨゼフ学園中学校・高 

  等学校 詳細は回覧いたします。 

3．地区より 2020年ロータリー国際大会（ハワイ・ホノ 

  ルル）地区ナイトお誘いと国際大会ツアーのご案 

  内が届いております。日 時：6月 7日（日）18：45 

  ～21：30 場 所：ハイアットリージェンシーホテル 

  地下 1F『キリン・レストラン』 

4．地区よりＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研究会）パ 

  ートⅢのご案内が届いております。日 時：12月 1 

  日（日）8：30～17：30 場 所：聖光学院中学校高 

  等学校 詳細は回覧いたします。 

5．地区より地区ロータリー財団補助金管理セミナー 

  開催のご案内が届いております。日 時：12月 12 

  日 （木） 15：00～17：00 場 所：メモワールプラ 

  ザソシア 21 4F「ザ・ウイング」 

6．ハイライトよねやま 236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 

  川崎高津 11月 21日（木）→21（木）～22（金）親睦 

        移動例会 箱根湯本温泉「湯本富士屋 

        ホテル」 

   横浜南 11月 23日（土） 休会 

        11月 30日（土） 夜間例会 店鐘 18：00 

        ローズホテル横浜 10F 

   川崎中央 11月 25日（月）→27日（水）3 クラブ 

         合同親睦夜間例会 点鐘 18：30 

 （川崎大師 RC・川崎マリーン RC・川崎中央 RC） 

        川崎日航ホテル 12F 

川崎マリーン 11月 28日（木）→27日（水）3 クラブ合 

同親睦夜間例会 点鐘 18：30 

川崎大師 11月 27日（水） 

       3 クラブ合同親睦夜間例会  

 ＊11/27（水）メークアップデスクございます。 

 川崎平間寺 信徒会館 1Fステンドホール 12：00～ 

          12：30 

新川崎     11月 27日（水） 休会 

川崎鷺沼    11月 27日（水） 休会 

横浜あざみ  11月 27日（水） 移動例会「職業を語 

          る会」 点鐘 12：00 横浜市立奈良中 

          学校 

          12月 4日（水）  移動例会「職業を 

          語る会」 点鐘 12：00 横浜市立あざ 

          み野中学校 

2.会報受理   川崎南 RC 新川崎 RC 川崎 RC  

          回覧いたします。 

 卓 話  

「春風亭柳太郎師匠による落語」 
 

 
 

「プロフィール」 

生年月日：1970年 11月 5日 

出身地：東京都三鷹市 

本 名：林田武広 

所 属：落語芸術協会 

「略歴」 

・1993年 11月 5代目春風亭柳昇に入門 

前座名は柳和 

・1998年 2月二つ目昇進、柳太郎と改名 

・2003年 4月師匠柳昇の死に伴い、兄弟弟子の春

風亭昇太門下に移籍 

・2007年 5月真打昇進 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

例会場内  

 

 

 
 

 

 

本日の食事  

 

 

 
 

 


