
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 SAA 

 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  

田中 信男様  東京大森ロータリークラブ 

横山 幸太様  司法修習生 

今後のプログラム予定  

 2・3月 プログラム名 

第 3例会 2月 25日 

卓話 

中原消防署 

熊谷 智子副署長 

       3月 3日 休 会 

出 席 報 告  

会員数 
出席

数 

欠席

数 
出席率 前々回訂正出席率 

43 名 35 名 

8 名 

対象外 

（4） 

89.74％ 

欠 14 名 

対象外 

（8） 

MU1 名 82.35% 

【本日の欠席者】 朝山 秀男会員  小林 敏伸会員 

柾木 國義会員 松井 孝至会員   三木 治一会員 

白井 正男会員 渡邉 新治会員   津田 篤志会員 

ニコニココーナー  

 田中 信男様：初めてのメークアップです。よろしくお

願い申し上げます。 

萩原 ひとみ会長：先日は 6クラブ合同例会が開催され、

新人の紹介を皆様にでき有意義な時を

持てましたこと感謝いたします。皆様ご協

力ありがとうございました。本日は齊藤か

おりさん入会おめでとうございます。とて

もうれしいです。本日は閖上小中学校訪

問の報告をさせていただきます。会員皆

で体験を共有する時間にしたいと思いま

す。 

 長谷山 尚城幹事：齊藤かおりさん、入会おめでとう

ございます。ロータリーライフを楽しんでく

ださい。 

 伊藤 文治会員：萩原会長さん、卓話ありがとうござ

います。 

 内藤 幸彦会員：齊藤さん入会大歓迎です。ロータリ

ーの仲間と楽しい人生を送りましょう。田

中さん久しぶりです。川崎中 RCへの復

帰をお待ちしています。 

川口 禮敬会員：齊藤かおり様の入会を祝して。会長、

卓話ありがとうございます。 

島 利夫会員：中国からコロナウイルスが流行ってい

ます。手洗い・うがいをしましょう。 

貝田 充会員：齊藤かおりさん入会おめでとうござい

ます。女性会員はまだ少ないですが、め

げずに楽しんでください！ 

冨岡 昭一会員：齊藤かおり様入会おめでとう。大歓

迎です。 

原 敏之会員：齊藤さん入会おめでとうございます。

よろしくお願いします。 

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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小丸 日出夫会員：齊藤かおり様入会おめでとうござ

います。ロータリーライフを楽しんでくださ

い。 

朝倉 和信会員：齊藤かおり様入会おめでとうござい

ます。 

叶野 聡会員：齊藤かおり様入会おめでとうございま

す。ロータリーライフを楽しんでください。 

 

合計  13件 27,    13,000円 

累計 444件    556,000円 

会 長 報 告 萩原 ひとみ会長 

1. 地区より復興フォーラム inふくしま開催のご案内

が届いております。日 時：3月 21日（土）〜22 

日（日）場 所：被災地現状視察スタディツアー 

飯坂温泉出発〜  

2. 横浜東ローターアクトクラブより 4 月第一例会の

仮登録のご案内が届いております。日 時：4 月

4日（日）場 所：總持寺入口（集合）〜山梨方面 

3. 地区より 2020-21年度地区補助金プロジェクト募

集開始についてのお知らせが届いております。 

4. 公益財団法人 川崎市国際交流協会より「外

国人市民によるスピーチコンテスト（2/15開催）」

のご案内が届いております 

5. ハイライトよねやま 238が届いております。 

幹 事 報 告 長谷山 尚城幹事 

1. 例会変更 

新川崎 2 月 12 日（水）→2/14（金）川崎幸 RC

との合同例会 点鐘 18：00  川崎日航ホテル 

2月 19日（水） 休会 

川崎  2月 13日（木） 休会 

3月 19日（木） 休会 

2. .会報受領  川崎宮前 RC 新川崎 RC 

3. 確定申告の証明書を配布しておりますので、

中身のお名前の確認をお願いいたします。 

4. 2/10（月）事務所は、閉館とさせていただきま

す。 

5. 本日例会終了後、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。 

6. ＜2月の予定＞ 

 2/4 通常例会 理事役員会 2/11  休会 

 2/18通常例会 クラブ協議会③ 2/25  通常例会 

入 会 式 齊藤かおり様 

 
職業分類：人材派遣 
職  業：株式会社スタッフコンシェル  

代表取締役 

 

 

お客様 田中 信男様東京大森ロータリークラブ 

 



お 祝 い ご と 

入会記念日 
松井 孝至会員 
会員誕生日 
白井 正男会員 
小泉 繁勝会員 
貝田 充 会員 
松井 孝至会員 
結婚記念日 
伊藤 稔 会員 
長谷山尚城会員 
朝倉 和信会員 
配偶者誕生日 
中山 武夫 会員 英子様 
川口 禮敬会員 喜久江様 
貝田 充 会員 節子様 
 

 

祝金婚式 伊藤 稔会員 

 

 

会員誕生日  小泉 繁勝会員・貝田 充会員 

 

 

会員卓話  萩原 ひとみ会長 

 

 

川崎中ロータリークラブ閖上小中学校訪問報告 

(内容については別紙) 

 

 

 

 

 

 

 



川崎中ロータリークラブ閖上小中学校訪問報告  

2020.2.4例会卓話  会長 萩原ひとみ 

 

2019年 11月 10日（日）～11日（月） 閖上訪問一泊移動例会 

上原・細山・伊藤稔・内藤・中山・川口・白井・富岡・廣山・金子・ 

小島徹・鹿島義久・小丸・萩原・島・長谷山・大友・征木・ 栗原・ 

田谷 20名参加 

 

旧伊達邸 鐘景閣は明治後期建築された伊達伯爵家の邸宅。 

大名屋敷に似た構造。 

鍾景の松は通称臥竜松、樹齢：約 300年、樹高：3m、長さ：16.5m 

 

昼食は仙台名物牛たん御膳＞牛たんは仙台発祥。戦後、進駐軍はステーキを食べ、牛タンの 

部分は処分。仙台は商人の町で塩、味噌、醤油にけ、試行錯誤の後、柔らかく美味しい仙台名 

物牛タン誕生。 

 

名取市市立閖上小中学校 2011年 3月 11日東日本大震災と津波により、校舎が大きな被害。 

2018年度、小中一貫の学校として設立。 

 

プールの水は災害時に飲める水になる 

設備。 

調理室も災害時のライフラインによりガ 

ス・電気と対応可能。 

吹き抜けの図書館 小学校低学年用絵 

本コーナー 本と遊べるスペース。 

屋内コート・体育館は様々な競技・大きな試合にも 

対応屋上は千人避難できる広さ。 

総合文化部には 7年前に寄贈したティンパニー。 

3･11卒業式の日の黒板寄書、津波の線が残るピ 

アノ、旧閖上中学校の壁面の津波の時間で止まっ 

たままの時計。 

 

八森伸校長先生講演  

防災教育・・想定外ではなく、想定すること 地域の歴史を 

知ること、自分の命は自分で守ることが大切 

 

 

 

 
八森校長先生へ目録贈呈 



秋保温泉 篝火の湯 緑水亭   移動例会 

秋保ワイナリー 代表 毛利親房氏による活動の概要説明 

人・食・文化・産業をつなぎ育む 「食材王国みやぎ」ならで 

はの美味しさを三ツ星シードル 銅賞受賞ワイン醸造 

 

 

2012年 5月 閖上中学校訪問（不二が丘小学校内）28名参加  

動画紹介 

生徒たちの歓迎  先生のお話  マーラー「威風堂々」演奏 

2012年 7月 15日 なかはら防災まちづくりフォーラム    

中原市民館 

八森伸先生閖上中学被災報告   

新防災マニュアルを中原中学と交換 

 

 

 

閖上中学校卒業生作文紹介 岩手県立遠野緑峰高校１年  濱田君 

 「１５回目の誕生日」    “希望は捨てない”と決めた 

 

川崎中ロータリークラブとして 8年前にティンパニーを寄贈し、 

今回テントと楽器用器具を寄贈できました。現地に立って、 

町や学校を目にして、初めて肌で感じる厳しさと辛さ、肉親や 

友人を亡くしている方が多い中で繋がった命を大切に、必死 

に生きようとしている生徒さんたちをこれからも応援していけ 

ればと思いました。川崎中ロータリークラブの皆さんと、今日 

この時間を閖上の報告を通じて一緒に体験できたことはとて 

も意義深いことと思います。ありがとうございました。 

 

津波直後の閖上中学付近 


