
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 

＊お客様はございませんでした。 

今後のプログラム予定 

 12月 プログラム名 

第 3例会 12月 17日 
卓話  

松波 登様（川崎北 RC） 

第 4例会 12月 24日 
クリスマス夜間例会 

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 36 名 

6 名 

対象外 

（4） 

94.74％ 

欠 10 名 

対象外 

（6） 

MU0 名 88.89% 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  小林 敏伸会員 

堀一 慶明会員  松井 孝至会員  小泉 繁勝会員 

島 利夫 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：本日は情報集会報告よろしくお願

い致します。来週の年忘れ家族会はお

子さんやお孫さんにも楽しいひと時にな

ればと思っています。 

 長谷山 尚城幹事：本日は情報集会報告ご苦労様で

す。 

 伊藤 文治会員：情報集会担当リーダー、報告ご苦

労様です。 

 廣山 宗一会員：本日もよろしくお願い致します。 

川口 禮敬会員：年次総会おめでとうございます。 

白井 正男会員：情報集会報告、鹿島リーダーご苦

労様です。 

渡邉 新治会員：本日もよろしくお願い致します。 

鹿島 義久会員：本日は年次総会よろしくお願い致し

ます。大戸 B地区第 2回情報集会報告致

します。皆様よろしくお願いします。 

小島 徹会員：年次総会おめでとうございます。情報

集会は、都合により欠席しましたが鹿島

義久さん報告よろしくお願いします。 

合計   9件 27,    9,000円 

累計  293件    376,000円 

会 長 報 告 萩原 ひとみ会長 

1.横.浜東ローターアクトクラブより 2019-20年度 12月 

 第 2例会のご案内が届いております。日 時：12月 

 14日（土）17：30～19：00 場 所：かながわ県民セ 

 ンター603会議室 内 容：『自分だけのオリジナル 

クリスマスリースを作ろう！』詳細は回覧いたします。 

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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登録ご希望の方は事務局までお申し出ください。 

2.地区より「第 36回ロータリー青少年指導者養成プロ 

 グラム」の案内パンフレットが届いております。ポス 

 ティングしております。 

幹 事 報 告 長谷山 尚城幹事 

1.例会変更 

 神奈川 12月 16日（木） →19日（木）夜間例会 

      点鐘 18：30 クリスマス家族会 

      12月 30日（月）  休会 

      1月 13日（月）   休会 

      1月 27日（月）   夜間例会 点鐘 18：30 

      神奈川ＲＣ・神奈川東ＥＣ合同賀詞交歓会 

      2月 24日（月）   休会 

 川崎北 12月 18日（水）   年忘れ家族会 ﾖｺﾊﾏ 

       ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 点鐘 18：00 

       12月 25日（水）   休会 

       1月 1日（水）     休会 

2.本日例会終了後、理事役員会です。関係各位のご 

 出席をお願いいたします。 

お 祝 い ご と 

入会記念日 
島 利夫会員 
貝田 充会員      大友 徹会員 
会員誕生日 
朝山 秀男会員     渡邉 新治会員 
長戸 隆彦会員 
結婚記念日 
原 敏之会員 

年次総会 

 

立会人：中山武夫会員・内田義治会員・佐川陽子会員 

 
 

第２回 情報集会報告会 

議題 

 １ 萩原会長年度がスタートして 
   感想・要望等 
 ２ 会員増強について 
 ３ 新会員（片岡 英之会員）を迎えて 
   対応・期待等 
  ４  その他 

 
 

住吉・今井地区 細山 勝三郎会員 
 

開催日時 令和元年１１月１９日（火） 
       18:00～ ホテル精養軒 

 参加人数 １０人 

 

１ ・初めての女性会長として、各クラブからも注目を

浴びているようだし参考にしたいと思っているよ

うだし 50周年に向かって歩みを続けている 



  ・何も言うことなし・運営が良い・新会員もして応援

をしたい・熱意がある 

  ・地区を巻き込んでいる・行動力があり変革をして

いる・轟ガバナーの女性が要という訴えに即して

いる・一生懸命について行くだけ 

  ・会長自身としては、閖上地区への参加者が２０

名感謝しているしその中で１４名の会員が２度目

ということでとても感謝している又川崎中クラブ

の雰囲気が好きでとても良いご協力ありがとうご

ざいます。 

２ ・住吉地区で辞めた人の息子さん（徳植さん、清

水さん、漆原さん、成川さん）又鹿島さん 候補

者として天神町の中村さん、５０周年に５０人を

目指したい又本年度入会予定者として、会長よ

り来年早々に新入会２人（１名は申し込み提出

済み）またその他３名を予定している。 

  ・人脈が大切である、人脈に乏しくてもぜひ応援は

したい。 

     ・その他ご意見がたくさんでました。 

     ３ ・新人はロータリーをまずは楽しんでもらえば良い

と思うし同世代の人材が来て楽しくなっている。 

 ・新入会者の担当者をつける（メンター制） 

     ・片岡会員には会則の見直しを検討してもらったら

いかがかという意見がありました。 

４・特になし。時間切れ時間もかなり経ったので懇親 

会に移り楽しい時間を過ごしました。 

 

 
 
大戸Ａ地区 金子 利昭会員 

   
 

開催日時 令和元年１１月１９日（火） 
       1９:00～ いさみ寿司 

 参加人数 9 人 

 

１ ・当クラブ最初の女性会員で会長として大変よく頑

張っている。また女性ならではの気配りをして良

いと思います。 

２ ・今のところ進展はないが、当クラブ 50周年に向

け会員 50人の目標は達成したい。 

３ ・若手会員に参加してもらい親睦を深め、また会

員皆様からも声かけや同好会への参加を呼び

掛け、ロータリークラブを知っていただけるようサ

ポートしていきたい。 

４ ・特にありません。 

 

 
 
大戸Ｂ地区 鹿島 義久会員 

  
開催日時 令和元年１１月２０日（水） 

       18:00～ よしの寿し 
 参加人数 ９人 

 

１ ・会長として東北支援を会長の時に行いたいと思

いが有り、特に閖上中学校を訪問しティンパニ

ー、東北地方の現在の現状の視察を会員皆様

で見ることができ、今回視察に参加された方々

は大変良かった。 

  ・初の当クラブ 47年目に女性会長萩原さんですの

で、リーダーシップを発揮し素晴らしい例会の運

営がなされてる。 

  ・会長は例会前に一人ひとりに声をかけてお話を

して気配りが素晴らしい。 



２ ・今までに名前があがっている方に入会を勧めて

いる。 

  ・当クラブに大戸神社の囃子連中が訪問されその

中に若い方がいます。その方に声をかける。 

３ ・ロータリーをあまり深く考えないで気楽に若い方

が入会され、会が活性化する。 

  ・当クラブに同好会がある。 

  ・例会に出席し、又仕事で出れない時もある。 

４ ・50周年の会長は今まで通り順番でする。 

  ・今まで会長をされてない方がいますので話をし

ています。 

  ・入会の年数が少ない方でもいいのではないか。 

  ・2回目の会長も一つの考えかも、ありかも。 

 

 

総 評 冨岡 昭一研修委員長 

 

本日の食事 

 

 

 

 

 

 

 


