
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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～                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 クリスマス夜間例会 ﾎﾃﾙ精養軒      

 開会点鐘  萩原 ひとみ会長  

 司  会  叶野 聡会場監督 

 合  唱  「四つのテスト」 

 お客様紹介  栗原 茂昭親睦活動委員 

＊お客様はございませんでした。 

今後のプログラム予定 

 1月 プログラム名 

第 2例会  1月 14日 
フラメンコデュオ徳永兄弟 

理事役員会 

第 3例会  1月 21日 

移動例会 職場訪問 

（津田会員職場） 

ケアホスピス中原他 

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 26 名 

16 名 

対象外 

（6） 

72.22％ 

欠 0 名 

対象外 

（0） 

MU0 名 100% 

【本日の欠席者】  朝山 秀男会員  堀一 慶明会員 

細山勝三郎会員  市川 宏 会員   貝田 充 会員 

鹿島 義久会員  片岡 英之会員 小林  敏伸会員 

松井 孝至会員  三木 治一会員  長戸 隆彦会員 

内藤 幸彦会員  大友 徹 会員  佐川 陽子会員 

津田 篤志会員  上原 伸一会員 

ニコニココーナー 朝倉和信副会場監督 

 萩原 ひとみ会長：本日はクリスマス例会となり、皆

様ご参加ありがとうございます。今年もこ

の例会で最後となり半年が過ぎました。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

垣内宣子先生からカレンダーを頂きまし

たので配らせて頂きます。田邉進会員も

お元気で、当ホテルのコンサートにご参

加くださいました。 

 伊藤 文治会員：会員の皆様、一年間大変お世話に

なりありがとうございます。どうぞ良いお

年をお迎えください。 

 川口 禮敬会員：本年一年間会員の皆様には大変お

世話になりました。来年もよろしくお願い

いたします。 

白井 正男会員：本年最後の例会お世話になりまし

た。良いお年を。 

冨岡 昭一会員：お世話になります。 

井上 裕司会員：クリスマス例会お世話になります。 

小島 満会員：2019年一年間皆様お世話になりまし

た。良い年をお迎え下さい。今夜はクリス

マスイブ。キリスト教徒ではないですが楽

しみましょう。 

島 利夫会員：よろしくお願いします。 

中山 武夫会員：今年最後の例会となりました。皆さ

ん楽しいひと時を過ごしましょう。来年が

よい年でありますように。 

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 2260 回例会 

2019 年 12 月 24 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 
事務所 川崎市中原区小杉町 3-428 
      山協ビル 402号

TEL(044)722-4331 
FAX(044)722-6334 

 E-mail：k-naka@galaxy.ocn.ne.jp 
URL:https://www.kawanaka-rc.
com 

 

 

 

 
RI会長 マーク･ダニエル・マローニー 
第 2590地区ガバナー     轟 淳次 
           JANUARY.7 2020 

 
       川崎中ロータリークラブ会報                

KAWASAKI NAKA ROTARYCLUB／FOUNDED 1972.7.15  

 

mailto:k-naka@galaxy.ocn.ne.jp
https://www.kawanaka-rc.com/
https://www.kawanaka-rc.com/


小泉 繁勝会員：今年最終例会を迎え半年間会員の

皆様お世話様でした。 

柾木 國義会員：本日もよろしくお願いいたします。 

伊藤 稔会員：今年最後の例会お世話になります。 

廣山 宗一会員：本日もよろしく。 

長谷川 俊雄会員：一年間大変お世話様でした。 

渡邉 新治会員：本日もよろしくお願い致します。 

原 敏之会員：メリークリスマス。今年も大変お世話

になりました。 

市川 実会員：メリークリスマス。来年もよろしく。 

叶野 聡会員：本日はお世話になります。 

朝倉 和信会員：お世話になりました。 

 

合計  19件 27,    19,000円 

累計 358件    469,000円 

会 長 報 告 萩原 ひとみ会長 

1.地区より 2019年 12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 12月 1 ドル＝108 

  円 ご参考）2019年 12月も 1＄＝108円 

2.地区より 2018-19年度インターアクト海外研修報告 

  書が届いております。回覧いたします。 

3.公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より ハイ 

 ライトよねやま 237が届いております。 

4.国際ロータリー日本事務局より疾病予防と治療月 

  間のリソースとして電子版の書籍のご案内が届い 

  ております。詳細は回覧いたします。 

5.国際ロータリー日本事務局よりロータリー財団功労 

 者へのピンバッチおよび認証状が届いております。 

 ポールハリスフェローピン＋5   川口 禮敬会員 

 ポールハリスフェローピン＋4   内藤 幸彦員・ 

                      三木 治一会員  

 ポールハリスフェローピン＋3   小林 敏伸会員 

 ポールハリスフェローピン＋2   堀一 慶明会員・ 

                伊藤稔会員・小島 徹会員 

 ポールハリスフェロー認症状+ピン 柾木 國義会員 

 ベネファクター ウイングス（記章）萩原 ひとみ会長 

   ベネファクター 認証状       萩原 ひとみ会長 

幹 事 報 告 長谷山 尚城幹事 

1.例会変更 

 川崎西北  1月 10日（金）   移動例会 3 クラ 

                ブ合同例会 点鐘 18：00 

    （川崎百合丘・川崎麻生） 

     新百合ヶ丘 ホテル・モリノ 

 川崎大師 1月 8日（水） → 9日（木）に変更 

        点鐘 12：30 移動例会 新春 4 クラブ合 

        同例会川崎日航ホテル 11階 橘の間 

     ＊1/8（水） メークアップ デスクございます。 

   川崎大師平間寺 信徒会館 1F ステンドホール  

                        12：00～12：30 

 川崎麻生 1月 10日（金） 夜間移動例会（3 クラブ 

         合同新年会）（川崎西北・川崎百合丘） 

     1月 24日（金）   職場訪問 国会議事堂他 

 横浜南  1月 4日（土）   休会 

        1月 12日（土）  初例会 点鐘 12：30 

 川崎    1月 2日（木）   休会 

        1月 31日（木）  休会  

2.＜1月の予定＞ 

  1/7   新春初例会 獅子舞 

  1/14  通常例会 例会終了後理事役員会 

  1/21  職場訪問 移動例会 

       （津田会員職場訪問） 

   1/28→27日（月）へ変更 第 2グループ 6RC 

        合同例会 ホテル精養軒 

 

ロータリー財団功労者授与式 

 

ポールハリスフェロー認症状+ピン 柾木 國義会員 

 

 

 

 



 

ポールハリスフェローピン＋5   川口 禮敬会員 

 

 

ベネファクター ウイングス（記章）・認証状 

萩原 ひとみ会長 

 

 

ポールハリスフェローピン＋2 伊藤 稔会員 

 

 

 

クリスマス夜間例会第 2 部  

 

司会進行 小丸 日出夫親睦活動委員長 

【会長挨拶】 

 

【乾 杯】 

 

井上 裕司パスト 



【カラオケタイム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

【会場内】 

 

 

 

【クリスマスディナー】 
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