
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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～                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   新 春 初 例 会       

 開会点鐘  上原 伸一副会長  

 司  会  朝倉和信副会場監督 

 合  唱  「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介  栗原 茂昭親睦活動副委員長 

・下小田中囃子連中（6名様） 

今後のプログラム予定 

 1月 プログラム名 

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 

第 4例会  1月 28日 

1/27（月）に振替 

第 2G 6RC合同親睦例会 

ホテル精養軒 点鐘 18時 

＊1/28は例会なし 

乾  杯  小島 満パスト会長 

 

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 9 名 

対象外 

（3） 

MU0 名 86.84% 

【本日の欠席者】  片岡 英之会員 小林  敏伸会員 

松井 孝至会員  三木 治一会員  大友 徹 会員 

萩原ひとみ会員  柾木 國義会員  渡邉 新治会員 

志村 修司会員 

ニコニココーナー 朝倉和信副会場監督 

 萩原 ひとみ会長：明けましておめでとうございます。

昨年中も本当に皆様にお世話になりあり

がとうございました。本年もよろしくお願

い致します。本日は商工会議所賀詞交

歓会 850名ケータリング責任者として初

例会に欠席となり申し訳ございません。

上原副会長が久々の点鐘と喜んでおり

ました。栗原会員始め獅子舞の皆様もあ

りがとうございます。どうぞよろしくお願い

致します。 

 上原 伸一副会長：明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。 

 長谷山 尚城幹事：明けましておめでとうございます。

あと半年よろしくお願いします。栗原会員、

獅子舞楽しみにしています。 

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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 伊藤 文治会員：中クラブの皆様、新年おめでとうご

ざいます。今年もよろしくお願い申し上げ

ます。 

 川口 禮敬会員：新年おめでとうございます。本年も

よろしくお願いいたします。栗原会員ご苦

労様です。 

白井 正男会員：明けましておめでとうございます。本

年もよろしくお願い致します。 

冨岡 昭一会員：新年明けましておめでとうございま

す。本年もよろしくお願い致します。 

井上 裕司会員：新年おめでとうございます。今年も

よろしくお願い致します。 

小島 満会員：皆様明けましておめでとうございます。

今年こそ災害のない良い年でありますよう

祈るばかりです。 

島 利夫会員：明けましておめでとうございます今年

からは時間を大切にしてゆきたいと考えて

います。 

中山 武夫会員：明けましておめでとうございます。本

年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

小泉 繁勝会員：明けましておめでとうございます。下

小田中囃子連中の皆様本日はマシュー

君両親の歓迎会に続きありがとうござい

ます。 

伊藤 稔会員：新年おめでとうございます。本年もよろ

しくお願い致します。 

廣山 宗一会員：新年おめでとうございます。本年も

よろしく。 

長谷川 俊雄会員：明けましておめでとう。本年もよろ

しくお願いします。 

原 敏之会員：新年おめでとうございます。今年もよろ

しくお願い致します。 

内藤 幸彦会員：今年令和 2年は 2度目のオリンピッ

ク（パラリンピック）になります。皆様と力を

合わせて記憶に残る一年になりますよう

に盛り上げていきましょう。 

貝田 充会員：明けましておめでとうございます。今年

もよろしくお願いします。 

鹿島 義久会員：新年明けましておめでとうございま

す。今日は下小田中囃子連中の皆様お

囃子をよろしくお願い致します。 

小島 徹会員：明けましておめでとうございます。本年

もよろしくお願いします。 

金子 利昭会員：明けましておめでとうございます。今

年もよろしくお願い致します。 

堀一 慶明会員：明けましておめでとうございます。本

年もよろしくお願い申し上げます。 

細山 勝三郎会員：新年明けましておめでとうござい

ます。本年も相変わりませずよろしくお願

い致します。 

小丸 日出夫会員：明けましておめでとうございます。

沢山の年賀状ありがとうございました。 

長戸 隆彦会員：今年もよろしくお願いいたします。 

市川 実会員：本年もよろしくお願い致します。 

朝倉 和信会員：今年もよろしくお願い致します。 

 

合計  27件 27,    28,000円 

累計 385件    497,000円 

会 長 報 告 上原 伸一副会長 

1.国際ロータリーより 2020年 1月のロータリーレート

のお知らせが届いております。 

  2020年 1月 1 ドル＝110円 ご参考）2019年 12 

  月 1 ドル＝108円 

2.国際ロータリー日本事務局より職業奉仕月間の電 

  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。 

3.公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会より以 

 下の方に感謝状が届いております。第 5回米山功 

  労者 小島 徹会員  第 4回米山功労者 萩原 

  会長 第 1回米山功労者      原 敏之会員 

幹 事 報 告 長谷山 尚城幹事 

1.例会変更 

 川崎鷺沼 1月 8日（水）夜間例会 点鐘 18：00  

        賀詞交歓会 とうふ屋うかい 鷺沼店 

        1月 15日（水）職場見学 15：00～ 

        エレックス工業㈱ 夜間例会 点鐘 18： 

        00 とうふ屋うかい 鷺沼店 

        1月 29日（水）→27日（月）に変更 点 

        鐘 18：00 第 2グループ 6RC合同親睦 

        例会 ホテル精養軒 

  川崎とどろき 1月 13日（月） 休会 

           1月 20日（月） 通常例会→休会 

           1月 27日（月） 休会→第 2グルー 

           プ 6RC合同例会 点鐘 18：00 

           ホテル精養軒 

  川崎百合丘  1月 7日（火）→10日（金）に振替 

            3 クラブ合同新年会 点鐘 18：00 

            ホテルモリノ新百合ヶ丘 7F 

            1月 21日（火）職場訪問 米山梅 

            記念館 

            2月 11日（火）休会 



            2月 25日（火）夜間移動例会 点 

            鐘 18：00 

2.新年年賀状が届いております。回覧いたします。 

3.タウンニュースに新年のご挨拶が掲載されており 

  ます。回覧いたします。 

4.次週 1/14は例会終了後、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致します。 

5.＜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 

お 祝 い ご と 

入会記念日 

廣山 宗一会員     萩原ひとみ会員 

叶野 聡会員      津田 篤志会員 

会員誕生日 

廣山 宗一会員     長谷川俊雄会員 

島 利夫 会員      市川 実 会員 

細山勝三郎会員 

結婚記念日 

中山 武夫会員     内藤 幸彦会員 

配偶者誕生日 

伊藤 文治会員 正子様 

堀一 慶明会員 敬子様 

白井 正男会員 靖子様 

上原 伸一会員 美晴様 

伊藤 稔 会員 初美様 

朝倉 和信会員 恭子様 

 

会員誕生日 

 廣山宗一会員・長谷川俊雄会員・島利夫会員 

 市川実会員・細山勝三郎会員 

米山功労者感謝状授与 

 

           小島 徹会員 

 

原 敏之会員 

獅 子 舞 下小田中囃子連中 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


