
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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  朝倉和信副会場監督  

 合  唱  「四つのテスト」 

 お客様紹介  栗原茂昭副親睦活動委員長 

元沢 伸夫様 株式会社 DeNA ブレイブサンダース 

          代表取締役社長 

畠山 貴衣様 株式会社 DeNA ブレイブサンダース 

          営業部   

クルーズ由美子様 川崎北ロータリークラブ 

今後のプログラム予定 

 12月 プログラム名 

 第 2例会 12月 10日 
年忘れ家族会 

ホテル精養軒 

 第 3例会 12月 17日 
卓話  

松波 登様（川崎北 RC） 

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 33 名 

9 名 

対象外 

（3） 

84.62％ 

欠 20 名 

対象外 

（10） 

MU2 名 68.75% 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  小林 敏伸会員 

堀一 慶明会員  柾木 國義会員  細山勝三郎会員 

松井 孝至会員  大友 徹 会員  津田 篤志会員 

金子 利昭会員 

ニコニココーナー 叶野 聡会場監督 

 クルーズ由美子様：川崎中RCの皆様、いつもお世話

になりありがとうございます。元沢社長卓

話楽しみにして参りました。よろしくお願

い致します。 

萩原 ひとみ会長：本日は、川崎ブレイブサンダース元

沢社長様には卓話にお越し頂きありがと

うございます。先日試合を初めて観戦さ

せていただき本当に楽しかったです。皆

で是非応援に行きたいです。本日はどう

ぞよろしくお願い致します。 

 長谷山 尚城幹事：DeNA ブレイブサンダース社長、元

沢伸夫様、本日は卓話よろしくお願いしま

す。 

 伊藤 文治会員：ご多忙の中、元沢伸夫様には卓話

を頂きありがとうございます。 

 小丸 日出夫会員：DeNA ブレイブサンダース社長 元

沢伸夫様、本日は当クラブにお出で頂き誠

にありがとうございます。貴重なお話楽し

みです。 

川口 禮敬会員：過日の下小田中地区情報集会お世

話になりました。元沢伸夫様、卓話ありが

とうございます。楽しみに拝聴させていた

だきます。 

白井 正男会員：先日の下小田中情報集会には出席

者の皆様大変お世話になりました。 

渡邉 新治会員：卓話楽しみにしています。本日もよ

ろしくお願い致します。 

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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合計  8件 27,    8,000円 

累計  284件    367,000円 

会 長 報 告 萩原 ひとみ会長 

1国際ロータリー ロータリー財団管理委員会より 

 2019-20年度クラブバナーが以下の 2件、届いてお 

 ります。○100％ロータリー財団寄付クラブ（年次基 

 金・ポリオプラス基金・ロータリー財団が承認した補 

 助金・恒久基金のいずれかに少なくとも 25ドルの寄 

 付をして一人当たりの平均寄付額が 100ドルに達し 

 ているクラブに表彰）〇End Polio Now：「歴史をつ 

 くるカウントダウン」キャンペーン感謝状 ロータリー 

のポリオ撲滅活動に少なくとも1,500ドルを寄付したク 

 ラブに贈られる感謝状です。 

2.中原区役所地域振興課地域活動支援課より「令和 

  2年中原区諸団体合同新年賀詞交歓会の開催に 

  ついて」のご案内が届いております。日 時：1月 9 

  日（木） 16：00～ 場 所：川崎市総合福祉センタ 

  ー（エポックなかはら） 7F「武蔵」 

3.横浜ローターアクトクラブより 2019-20年度横浜東 

  RAC12月第一例会のご案内が届いております。 

  日 時：12月 4日（水） 20：00～21：30 場 所：キ 

  ャメロットジャパン 内 容：鶴見の奉仕活動をロー 

  タリークラブから学ぼう！ 

幹 事 報 告 長谷山 尚城幹事 

1.例会変更 

 川崎西     11月 29日（金）   休会 

 川崎高津西  12月 16日（月）   休会 

           12月 30日（月）  休会 

 川崎鷺沼    12月 11日（水）  移動例会 8：00 

          ～ 豊洲市場・東京江戸博物館見学 

          12月 18日（水） 移動例会 年末家 

          族会 点鐘 18：00 

          二子玉川エクセル東急 

          12月 25日（水）  休会 

  川崎宮前  12月 17日（火）  移動例会 年忘れ 

          家族会 点鐘 18：00 二子玉川エク 

          セル東急 

          1月 7日（火）   休会 

         1月 27日（火）  移動例会 6クラブ合 

         同例会 ホテル精養軒 

2.会報受理   新川崎 RC  回覧いたします。 

3.次週 12/3は年次総会です。ご出席をよろしくお願 

  いいたします。 

また、例会終了後、理事役員会です。関係各位の 

  ご出席をお願いいたします。 

 卓 話  

株式会社 DeNAブレイブサンダース 

代表取締役社長 元沢 伸夫様 
 

 
 

「スポーツビジネスと地域振興」 
  (内容については別紙) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

本日の食事 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

例会場内 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


