
                

 

 

 

 

 

 

【2020-21 年度 地区方針】ためになる魅力あるロータリー～自分を磨き品格とクラブの魅力を高めよう〜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   例 会 報 告     

 開会点鐘  伊藤 稔 会長  

 司  会   鹿島 義久 SAA 

 合  唱   「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介 長谷山 尚城 親睦活動委員長 

今後のプログラム予定 

7月 プログラム名 

第 2例会 7月 14日 
委員長就任挨拶 

クラブ協議会① 

7月 21

日 
休 会 

出 席 報 告 川口 禮敬 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 35 名 

7 名 

対象外 

（3） 

89.74％ 

欠 8 名 

対象外 

（5） 

MU0 名 

91.8

9

% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員   朝倉 和信会員 

小林 敏伸会員  渡邉 新治会員  井上 裕司会員 

津田 篤志会員  市川 宏 会員 

ニコニココーナー  佐川 陽子 SAA

（補） 
細山 勝三郎様：本日は第 2590地区第 2Gガバナー

補佐の新任の挨拶でお伺いしました。こ

の一年間宜しくお願い致します。 

伊藤 稔会長：いよいよ新年度の始まりです。新型

コロナウィルス等の厳しい環境の中での

スタートになりますが、会員の皆様の絶大

なるご支援を頂き、私なりに会長を務め参

ります。どうぞよろしくお願い致します。 

長戸 隆彦幹事：本年度幹事を担当することになりま

した。会員の皆様、よろしくお願い致しま

す。 

萩原 ひとみ会員：伊藤稔会長様・長戸幹事様・細山

ガバナー補佐様、新年度のスタートおめ

でとうございます。大変な時期ではありま

すが、皆で乗り越えていければと思いま

す。一年間どうぞよろしくお願い致します。

7/3（金）市長室にて福田市長へ抗菌防護

服を寄贈し感謝状を頂いて参りました。タ

ウンニュースでご覧ください。 

伊藤 文治会員：伊藤稔会長年度のスタートです。ご

活躍をお祈りします。 

廣山 宗一会員：新年度おめでとうございます。伊藤

丸の船出を祝す。 

川口 禮敬会員：伊藤稔・長戸隆彦丸の出帆です。お

めでとうございます。 

堀一 慶明会員：萩原ひとみ直前会長お疲れ様でし

た。伊藤稔会長、今後はお忙しなると存じ

ますが一層のご活躍申し上げます。 

ゲスト 
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冨岡 昭一会員：伊藤会長の出航を祝して。 

白井 正男会員：伊藤・長戸年度スタートですね。お

身体に気を付けて頑張ってください。よろ

しくお願い致します。 

中山 武夫会員：伊藤年度の始まりです。ご苦労様で

す。 

長谷山 尚城会員：伊藤会長・長戸幹事、今年度一

年間よろしくお願いします。 

市川 実会員：伊藤会長始め、役員の皆様一年間よ

ろしくお願いします。 

鹿島 義久会員：本日より新会長伊藤稔さん・幹事長

戸隆彦さん・副会長井上裕司さん又会員

の皆様一年間お世話になります。市川さ

ん・佐川さん SAAよろしくお願い致しま

す。 

叶野 聡会員：伊藤稔会長・長戸幹事始め理事役員

の皆様、一年間よろしくお願いします。 

志村 修司会員：昨年は何かとお世話になりました。

本年も相変わらずよろしくお願い申し上

げます。 

内藤 幸彦会員：片岡先生貴重なアドバイスありがと

うございました。7/3川崎市福田市長に

熊岡さん・萩原前会長共々防護服の寄

贈に参りました。神奈川新聞を回覧致し

ます。一年間よろしくお願い申し上げま

す。 

金子 利昭会員：今年度もよろしくお願い致します。 

朝山 秀男会員：伊藤様就任ご苦労様です。（クラブ

会長・中原交通安全協会）廣山様・冨岡

様・鹿島様・伊藤様には猿 6/29には安

協退任慰労会を開いて頂き本当にあり

がとうございました。 

小泉 繁勝会員：伊藤稔会長の船出を祝して心より

お喜び申し上げます。今年度もよろしくお

願い致します。 

小丸 日出夫会員：新年度を迎えて、伊藤会長・長戸

幹事他理事役員の皆様一年間よろしくお

願い致します。 

上原 伸一会員：伊藤会長・長戸幹事始め役員の皆

様一年間よろしくお願いします。 

小島 満会員：伊藤会長さん一年の出発おめでとうご

ざいます。素晴らしい一年になります様

お祈りします。 

小島 徹会員：伊藤稔年度の船出を祝して。 

島 利夫会員：伊藤会長さんご苦労様です。前萩原

会長さんロータリーからフェイスマスクを

頂きありがとうございました。 

佐川 陽子会員：新年度一年間宜しくお願い致しま

す。 

合計  25件 27,    31,000円 

累計  25件    31,000円 

会 長 報 告 伊藤 稔 会長 

１． 国際ロータリーより 2020 年 7 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

7 月 1 ドル＝107 円   ご参考）2020 年 6

月 1 ドル＝108円 

２． 地区より本年度地区大会開催日程の変更に

ついてのお知らせが届いております。変更前）

2020 年 11 月 6 日（金）・7 日（土） → 変更

後）2021 年 4 月 10 日（土）理由）コロナ禍に

よる影響と、秋冬に第 2 波・3 波の流行が懸

念されるため。 

３． 地区より 2022-23 年度ガバナーノミニー・デ

ジグネート告知・確定宣言のお知らせが届い

ております。2022-23 年度ガバナーノミニー・

デグジネート（ガバナー候補として指名され

た方）志村 雄治（しむら ゆうじ）氏 （川崎

南 RC） 

４． 地区より 2020-21 年度「ためになる魅力ある

ロータリーセミナー」開催のご案内が届いて

おります。日 時：7 月 28 日（火） 15：00〜

17：00 場 所：メモワールプラザ ソシア 21 

4F ウイング出席対象者：会長 

５． 地区より全ローターアクトクラブ合同例会の

ご案内が届いております。日 時：7 月 19 日

（日） 13：30〜16：30 場 所：オンライン会議

ツール Zoom を用いての開催（詳細は回覧

いたします） 

６． 社会福祉法人 川崎いのちの電話より「広報

誌 99号」が届いております。ポスティングして

おります。 

幹 事 報 告 長戸 隆彦 幹事 

1. 例会変更 

横浜あざみ    7月 8日（水）  休会 

         7月 15日（水） 移動例会 点鐘 13：00 

      アートフォーラムあざみ野 3Fセミナールーム 

                7月 22日（水） 休会 

                7月 29日（水） 休会 

川崎         7月 23日（木） 休会 

                 8月 13日（木） 休会 



川崎とどろき    7月 20日（月） 休会 

川崎北        7月 29日（水） 休会 

新川崎        7月 15日（水） 休会 

            7月 29日（水） 休会 

            8月 12日（水） 休会 

            8 月 19日（水） 点鐘 18：30→18：00

（公式クラブ協議会のため） 

2．本日例会終了後、理事役員会（精養軒：2F）を開催い 

  たします。関係各位のご出席をお願い致します。 

3．次週 7/14は例会終了後、クラブ協議会①を開催い 

  たします。関係各位のご出席をお願い致します。 

  活動計画書をご持参願います。 

お 祝 い ご と 

入会記念日 
鹿島 義久会員  長戸 隆彦会員 
小丸日出夫会員  原 敏之 会員 
配偶者誕生日 
小泉 繁勝会員 良子様 
市川 実  会員 郁子様 
長戸 隆彦会員 絵美様 
会員誕生日 
市川 宏会員 
 

木槌引継ぎ 

 

 
 

萩原ひとみ直前会長から伊藤稔会長へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年度 乾杯 

 

 

 

ガバナー補佐表敬訪問 

 

 
第 2590地区第 2グループガバナー補佐 

細山 勝三郎 様  （川崎中 RC) 

記念品贈呈 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事役員就任挨拶 

 



 

伊藤 稔 会長 

 

 

長戸 隆彦 幹事 

  



 

冨岡 昭一 理事（クラブ奉仕） 

 

 

金子 利昭 理事(職業奉仕) 

 

 

大友 徹 理事(社会奉仕) 

 

 

 

 

 

 

志村 修司 理事(青少年奉仕) 

 

 

内田 義治 会計 

 

 

鹿島 義久 会場監督 

  



 

萩原 ひとみ 直前会長 

 

 

貝田 充 次期会長 

 


