
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 SAA 

 合   唱   「それでこそロータリー」 

お客様紹介  川口 禮敬親睦活動委員  

熊谷 智子様 川崎市消防局副署長 消防司令長 

小島 正徳様 入会候補者 

クルーズ 由美子様 川崎北ロータリークラブ 

小川 湧三様 川崎鷺沼ロータリークラブ 

今後のプログラム予定  

 3月 プログラム名 

第 1例会 3月 10日 

入会式 

卓話 横浜国立大学 

藤掛 洋子教授・学生 2名 

理事役員会 

       3月 17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 30 名 

13 名 

対象外 

（6） 

81.08％ 

欠 8 名 

対象外 

（4） 

MU0 名 89.74% 

【本日の欠席者】 小林 敏伸会員  柾木 國義会員 

松井 孝至会員  三木 治一会員  鹿島 義久会員 

内田 義治会員  志村 修司会員  片岡 英之会員 

金子 利昭会員  渡邉 新治会員  大友 徹 会員 

長谷川俊雄会員  堀一 慶明会員 

ニコニココーナー 朝倉 和信副 SAA 

 クルーズ 由美子様：いつもお世話になっております。

熊谷智子副署長、ファンとして応援に参

りました。よろしくお願い致します。 

 小川 湧三様：お世話になります。 

萩原 ひとみ会長：本日は中原消防署 熊谷智子副署

長様お忙しいところ卓話をお引受け頂き

ましてありがとうございます。川崎市の消

防は女性活躍のパイオニアでもあります。

どうぞよろしくお願い致します。クルーズ

さん先日は徳永兄弟のフラメンコギター、

ご一緒できて楽しかったです。小島正徳

さん今日はお越しいただきありがとうござ

います。是非お仲間になってください。楽

しみにしております。 

 長谷山 尚城幹事：中原消防署副署長 熊谷智子様、

本日の卓話楽しみにしています。 

 伊藤 文治会員：熊谷智子副署長様には、ご多忙の

中、卓話を頂きありがとうございます。 

 内藤 幸彦会員：お正月のお囃子でご協力頂いた下

小田中の小島正徳さんをゲストにお迎え

致しました。これからの入会を楽しみにし

ています。よろしくお願い致します。 

川口 禮敬会員：中原消防署熊谷智子副署長さん卓

話ありがとうございます。謹んで拝聴いた

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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小丸 日出夫会員：中原消防署副署長熊谷智子様、

本日は当クラブにおいでいただき誠にあり

がとうございます。お話が楽しみです。小

島正徳様ロータリークラブの雰囲気を楽し

んでください。 

小島 徹会員：本日は中原消防署副署長 熊谷様お

忙しい中ありがとうございます。小島正徳

さんようこそいらっしゃいました。是非お仲

間に！ 

小島 繁勝会員：熊谷様には、ようこそご来会いただ

きありがとうございます。不肖息子が同消

防官としてお世話になっております。     

白井 正男会員：下小田中地区会員の皆様、本日情

報集会よろしく。また小島正徳様ようこそ。 

島 利夫会員：コロナウィルス予防は外出しないこと

です。 

朝山 秀男会員：中原消防署副署長をお迎えして。        

中山 武夫会員：皆さん風邪を引かない様、気を付け

ましょう。 

冨岡 昭一会員：中原消防署副署長熊谷智子様、本

日の卓話よろしくお願い致します。 

廣山 宗一会員：中原消防署副署長をお迎えして。 

市川 実会員：中原消防署副署長熊谷様、卓話よろ

しくお願い致します。 

朝倉 和信会員：中原消防署副署長熊谷智子様お話

ありがとうございます。 

合計  18件 27,    18,000円 

累計 478件    590,000円 

会 長 報 告 萩原 ひとみ会長 

1. イライトよねやま 239が届いております。 

2. 第 55回神奈川県ロータリアン親睦テニス会のご 

案内が届いております。日 時：4月 14日（火） 

場 所：湘南ローンテニスクラブ  

幹 事 報 告 長谷山 尚城幹事 

1. 例会変更 

川崎高津南   3月 16日（月）   休会 

3月 23日（月）→24日（火）移動例会お花見例会 

    3月 30日（月）  第 5週につき例会なし 

    4月 13日（月）→11日（土） 移動例会 

献血 溝の口駅前ロータリー 

4月 20日（月）  休会 

川崎北  3 月 4 日（水） 川崎北 RC 創立 60 周

年記念式典 点鐘 15：00 ヨコハマグランドインタ 

ーコンチネンタルホテル 

3月 11日（水）  休会 

 川崎大師 3月 18日（水）  休会 

3月 25日（水）  お花見移動例会 

点鐘 18：00 料亭「惠の本」 

＊3/25（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 1階 

ステンドホール 12：00〜12：30 

 川崎とどろき 3月 9日（月） 

移動例会 トーゴ大使館訪問 

3月 16日（月）  休会 

3月 23日（月）  夜間例会 例会終了後被選ク 

ラブ協議会 

3月 30日（月）  休会 

2. ＜3月の予定＞ 

3/3   休会 

3/10  通常例会 例会終了後理事役員会 

3/17   休会 

3/24   休会 

3/31   お花見夜間移動例会 情報集会 

報告 西明寺 点鐘 18：00  

  3..会報受領 新川崎 RC   

卓  話  

川崎市消防局 中原消防署 副署長 

 消防指令長 熊谷 智子様 

 

 

   「川崎市の安心・安全を守るために」 

     (内容については別紙) 

 

 



本日の食事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


