
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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   「君が代」「奉仕の理想」 

お客様紹介  小丸日出夫親睦活動委員長  

藤掛 洋子様 横浜国立大学学長特任補佐・教授  

奥 亮介様   横浜国立大学都市科学部都市社会

共生学科 2年    

坂本 真理奈様 横浜国立大学都市科学部社会 

共生学科 2年 

松井 孝至様 ゲスト 

小島 正徳様 ゲスト   

今後のプログラム予定  

 4月 プログラム名 

第 2例会  4月 14日  
新入会員卓話 

齊藤かおり会員 

第 3例会  4月 21日 
神崎 順様（舞台俳優） 

かわさき産業親善大使 

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 

43 名 31 名 
13 名 

対象外 
78.95％ 

欠 6 名 

対象外 
MU0 名 92.50% 

（5） （3） 

【本日の欠席者】  小林 敏伸会員  柾木 國義会員 

三木 治一会員  鹿島 義久会員  内田 義治会員 

志村 修司会員  金子 利昭会員  大友 徹 会員 

朝倉 和信会員  貝田 充 会員   白井 正男会員 

佐川 陽子会員  津田 篤志会員 

ニコニココーナー 市川 実 SAA（補） 

 松井 孝至様：大変お世話になりました。川崎中ロー

タリークラブ、皆様の益々のご活躍をご

祈念申し上げます。 

萩原 ひとみ会長：本日は稲富正行さんの入会、本当

にありがとうございます。これからご一緒

できますのを楽しみにしております。藤掛

洋子先生、本日の卓話をお引受け頂き

ありがとうございます。奥さん・坂本さん

もどうぞよろしくお願い致します。松井さ

ん本日は明石からご出席頂きありがとう

ございます。長くお世話になりました。又

お目にかかれますのを楽しみにしており

ます。川崎にいらした時はお寄りくださ

い。 

 長谷山 尚城幹事：藤掛先生、本日は卓話よろしくお

願いします。稲富さん、ようこそ川崎中ロ

ータリークラブへ。  

 伊藤 文治会員：ご多忙の中、藤掛先生には卓話を

頂きありがとうございます。稲富さんご入

会大歓迎です。 

 内藤 幸彦会員：松井さんご出席ありがとうございま

す。稲富さん新しい仲間大歓迎です。小

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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島正徳さん本日もご参加嬉しいです。藤

掛先生と奥君・坂本さん卓話楽しみにし

ています。 

川口 禮敬会員：藤掛洋子先生卓話ありがとうござい

ます。謹んで拝聴させて頂きます。稲富正

行さんの入会を祝して！！ 

小丸 日出夫会員：藤掛洋子先生、本日は当クラブに

おいで頂き誠にありがとうございます。お

話が楽しみです。稲富正行様、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。松井孝至様、今後もいつで

も遊びに来てください。大歓迎です。 

小島 徹会員：藤掛洋子様、本日はお忙しい中ありが

とうございます。稲富さん入会おめでとう

ございます。ロータリーを楽しんでくださ

い。 

小島 繁勝会員：横浜国大藤掛教授と大学生のお二

人の皆様、本日は卓話ありがとうございま

す。パラグアイの活躍本当に頭が下がり

ます。     

冨岡 昭一会員：稲富正行様入会おめでとうございま

す。藤掛先生、本日の卓話よろしくお願い

します。 

金子 利昭会員：稲富正行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。 

細山 勝三郎会員：稲富さん入会おめでとうございま

す。今後とも楽しくお願いします。藤掛洋

子先生、卓話楽しみにしています。本日は

ありがとうございます。 

渡邉 新治会員：松井さん新天地での活躍を祈念致

しております。稲富さん入会おめでとうご

ざいます。卓話楽しみにしています。よろ

しくお願い致します。 

叶野 聡会員：稲富正行様、入会おめでとうございま

す。ロータリーライフを楽しみましょう。 

市川 実会員：松井さん、ご苦労様でした。稲富会員

入会おめでとうございます。 

合計  15件 27,    16,000円 

累計 493件    606,000円 

会 長 報 告 萩原 ひとみ会長 

1. 地区より 2020年 3月のロータリーの為替レート 

のお知らせが届いております。2020年 3月 

1＄＝110円 ご参考）2020年 2月 1＄＝110円 

2. 地区より PETS延期のお知らせが届いております。

3/19短縮実施→延期となりました。 

3. 地区より「2020-21 年度ロータリー財団地区補助  

金」の募集期間の延期のお知らせが届いており

ます。2020 年 3 月 20日（金）→4月 20日（月）に

延長 

4. 公益財団法人川崎市国際交流協会より 先日の

「第 25 回外国人市民による日本語スピーチコン

テスト」のお礼状が届いております。 

5. 国際ロータリー事務局 業務推進室・資料室より

2020年 3月「水と衛生月間」のリソースが届いて 

おります。回覧いたしますので、印刷冊子をご入

用の方は注文用紙よりご注文をお願い致します。 

幹 事 報 告 長谷山 尚城幹事 

1. 例会変更 

2. 横浜日吉  3月 11日（水）   休会 

            3月 18日（水）   休会 

川崎百合丘 3月 10日（火）   休会 

            3月 17日（火）   休会 

            3月 24日（火）   休会 

            3月 31日（火）   休会 

新川崎   3月 11日（水）   臨時休会 

            3月 18日（水）   臨時休会 

            3月 25日（水）   休会 

川崎高津 3月 26日（木）   夜間移動例会 

 お花見夫人デー 

4 月 2 日（木）→ 4 日（土）移動例会

献血活動「溝ノ口駅前」 

4 月 16 日（木）→  17 日（金）移動

例会 4クラブ合同情報セミナー 

            4月 30日（木）   第 5週に付き例 

会なし 

 川崎西       3月 13日（金）   例会取消 

3月 20日（金）   祝日休会 

 川崎中原     3月 19日（木）   休会 

 川崎北       3月 11日（水）   休会 

            3月 18日（水）   休会 

            3月 25日（水）   休会 

 川崎中央     3月 16日（月）   例会中止 

            3月 23日（月）   例会中止 

            3月 30日（月）   休会 

川崎西北      3月 12日（木）   休会  

            3月 19日（木）   休会 

            3月 26日（木）   休会 



川崎幸        3月 13日（金）   例会中止 

            3月 20日（金）   祝日休会 

            3月 27日（金）  夜間移動例会中止 

川崎大師      3月 11日（水）   例会中止 

            3月 18日（水）   休会 

            3月 25日（水）   休会 

川崎         3月 12日（木）   例会中止 

            3月 19日（木）   休会 

川崎マリーン    3月 12日（木）   休会 

            3月 19日（木）   休会 

川崎麻生      3月 13日（金）   休会 

            3月 20日（金）   祝日休会 

            3月 27日（金）   休会 

横浜あざみ     3月 11日（水）   休会 

            3月 18日（水）   休会 

川崎鷺沼      3月 11日（水）   休会 

            3月 18日（水）   休会 

            3月 25日（水）   休会 

川崎とどろき    3月 16日（月）   休会 

            3月 23日（月）   例会中止 

            3月 30日（月）   休会 

3. 会報受領 新川崎 RC 川崎南 RC 

4. 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いたします。 

入 会 式  稲富 正行様 

 

職業分類：団体役員 

職   業：富士通労働組合プロダクトグループ 

       サブグループ長 

 

 

退会ご挨拶  松井 孝至様 

 

お 祝 い ご と 

入会記念日 

川口 禮敬会員     長谷川俊雄会員 

小島 満 会員      市川 宏会員 

白井 正男会員 

会員誕生日 

井上 裕司会員     内田 義治会員 

結婚記念日 

志村 修司会員     市川 実会員 

冨岡 昭一会員     佐川 陽子会員 

 

会員誕生日  井上 裕司会員 



卓  話     

「渡航における学生の成長と社会貢献」 

横浜国立大学学長特任補佐・教授   

藤掛 洋子様 

 

 

   「パラグアイの渡航について」 

横浜国立大学都市科学部都市社会共生学科 2年 

奥 亮介様 

 

 「パラグアイの伝統工芸ニャンドティの 

          フェアトレード実践を通して」 

横浜国立大学都市科学部都市社会共生学科 2年 

坂本 真理奈様 

 

 

 


