
                

 

 

 

 

 

 

【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   「それでこそロータリー」 

 お客様紹介 片岡 英之 親睦活動委員 

今後のプログラム予定 

8月 プログラム名 

8月11日 休 会 

第 2例会 8月 18日 ハープ奏者 琴平 メイ様 

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 38 名 

4 名 

対象外 

（3） 

97.44％ 

欠 7 名 

対象外 

（3） 

MU0 名 89.74% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員   小林 敏伸会員   

津田 篤志会員  朝山 秀男会員 

ニコニココーナー  佐川 陽子SAA（補） 

齊木 貴様：本日は山際先生のお話をお聴きしに参り

ました。楽しみにしております。 

青木 克眞様：お世話になります。 

伊藤 稔会長：本日の卓話に山際先生をお招き致して

おります。国会もコロナ禍や災害対策等

お忙しい中ありがとうございます。又秘書

の吉野さん日頃お世話になりお礼申し上

げます。 

長戸 隆彦幹事：山際先生、卓話よろしくお願いいたし

ます。吉野さんいつも小学校の方でお世

話になっております。 

伊藤 文治会員：山際大志郎様には、ご多忙の中卓

話を頂きありがとうございます。 

島 利夫会員：山際大志郎先生よろしくお願いします。

ロータリーから病院にたくさんのマスクあ

りがとうございました。 

中山 武夫会員：衆議院議員 山際大志郎先生をお

迎えして。 

廣山 宗一会員：山際先生をお迎えして。 

鹿島 義久会員：本日は大変お忙しい中、卓話に来て

頂き大変ありがとうございます。山際大志

郎様・吉野哲平様にはよろしくお願いいた

します。 

白井 正男会員：創立記念を祝す。山際大志郎議員、

本日はお忙しい中卓話ありがとうございま

す。よろしくお願いいたします。 
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川口 禮敬会員：当クラブ創立記念例会おめでとうご

ざいます。山際大志郎先生卓話ありがと

うございます。 

稲富 正行会員：With コロナ皆様と共に乗り切りましょ

う。 

冨岡 昭一会員：山際大志郎先生、本日はお忙しい

中卓話にお越し頂き、ありがとうございま

す。 

堀一 慶明会員：自由民主党衆議院議員の皆様、卓

話山際様、ご苦労様です。 

原 敏之会員：山際大志郎先生、本日はお忙しいとこ

ろありがとうございます。 

内藤 幸彦会員：衆議院議員山際大志郎様国務ご多

忙の中、ようこそ起こし頂きました。卓話

楽しみです。拝聴させていただきます。 

細山 勝三郎会員：自由が丘衆議院議員山際大志郎

先生お忙しいいところ卓話ありがとうござ

います。お話楽しみにしています。 

小丸 日出夫会員：山際大志郎先生、当クラブおいで

頂き誠にありがとうございます。地区の

会議出席のため途中退出致します。お

話が聞けないのがとても残念です。 

小島 徹会員：本日、衆議院議員山際大志郎先生、

貴重なお話よろしくお願いします。 

渡邉 新治会員：本日もよろしくお願いします。卓話

拝聴させていただきます。 

合計  20件 27,    24,000円 

累計  57件    72,000円 

会 長 報 告 伊藤 稔会長 

１． 昨年度ガバナー 轟 淳次様および地区幹

事 鈴木慎二郎様より任務終了のお知らせ

（お礼状）が届いております。回覧致します。 

２． 地区より 2020-21 年度他地区被災地支援へ

の義援金のご協力お願いが届いております。

詳細は回覧いたします。 

３． 地区より「2019-20 年度インターアクトクラブ

海外研修報告書」が届いております。回覧い

たします。 

４． （公財）ロータリー米山記念奨学会よりハイラ

イト よねやま 244が届いております。回覧い

たします。 

幹 事 報 告 長戸 隆彦幹事 

１． 例会変更 

  川崎宮前   8月 11日（火）   休会 

  川崎北     7月 29日（水）   休会 

           8月 5日（水）    休会 

           8月 12日（水）   休会 

           8月 19日（水）   休会 

           8月 26日（水）通常例会 点鐘 12：30 

           9月 2日（水）    休会 

           9月 9日（水）    休会 

           9 月 16 日（水）ガバナー補佐を迎え

てクラブ協議会 点鐘 12：30 

            9月 23日（水）   休会 

           9月 30日（水）通常例会ガバナー公

式訪問 点鐘 12：30 

  横浜日吉    8月 12日（水）   休会 

  川崎鷺沼    7月 29日（水）   休会 

            8月 12日（水）   休会 

           8 月 26 日（水）昼例会 点鐘 12：30 

ガバナー公式訪問 

 ＊今年度例会：例会場 とうふ屋うかい 鷺沼店 2F 

      ・第 1週 昼例会 点鐘 12：30 

     ・第 2週・第 3週  夜間例会 点鐘 18：00 

      ・第 4週・第 5週  休会 

２． 会報受領 川崎北 RC  回覧いたします。 

３． ＜2020-21年度活動計画書の受領＞ 

川崎西北 RC・新川崎 RC・川崎マリーン 

RC・・川崎西 RC・川崎百合丘 RC・川崎北 

RC川崎大師 RC・川崎中 RC・川崎南 RC 

事務局にて保管しておりますので、閲覧ご 

希望の方は事務局までお申し出願います。 

４． 次週 8/4 例会終了後、理事役員会を開催

いたします。（精養軒 2F） 関係各位のご

出席をお願い致します。 

創立記念日 

 

 



川口 禮敬パスト会長の乾杯の発声 

創立記念卓話 

 
自由民主党 衆議院議員 山際 大志郎 様 

 

プロフィール 

 

自由民主党 政務調査会長代理 

生年月日：昭和 43年 9月 12日生まれ 

体  格：身長 180㎝、体重 85㎏、胸囲 120㎝ 

趣  味：柔道、空手、トライアスロン、ギター、

アウトドア 

家  族：妻、長男、義父、義母 

 

昭和 62年 神奈川県立湘南高等学校卒業 

平成 7年 山口大学農学部 獣医学科卒業 

      獣医師  

平成 8年 南半球鯨類環境国際調査に日本代と

して従事 

平成 11年 東京大学大学院 農学生命科学研究

科 獣医学博士課程修了［博士（獣

医学）］ 

平成 12年 起業 川崎市・横浜市などで動物病院

をはじめとする動物関連事業を展開 

平成 15年 第 43回衆議院選挙に神奈川 18区から

出馬、初当選 

平成 29年 第 48回衆議院選挙で五期目の当選、

内閣委員長に就任 

 

  

演題 

「ビヨンドコロナ時代の日本と世界」 

コロナパンデミックにより世の中が一変した。日

本においても、行政、産業、医療、生活者、様々

な分野が混乱し脆弱性が明らかになった。電子政

府化の遅れやサプライチェーンの混乱、医療現場

の混乱やセーフティーネットの不備等。各分野の

代表事例を示しつつ、この間、政界の舞台裏で何

が起こっていたのか。ビヨンドコロナ時代に向け

ての国家戦略。その本質に迫って頂きました。 

 

 

 

 

 

  



出席優秀者の表彰(2019～2020) 

【ホームクラブ(１００％)出席表彰】 

 

 

伊藤 稔 会員   川口 禮敬 会員 

 

廣山 宗一 会員 

 

 【出席率優秀会員】 

 

 

内藤 幸彦 会員 

 

細山 勝三郎会員 

 

小丸 日出夫会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０２０年２５９０地区 

「ためになる魅力あるロータリークラブ」セミナー開催 

 

２０２０年 7月２８日（火）メモアールプラザソシア２１会議場に於いて、地区の「研修委員会」・

「拡大増強委員会」・「クラブ奉仕委員会」・「公共イメージ向上委員会」・「ロータリーの友」の共催

に依ります「ためになる魅力あるロータリークラブ」セミナーが開催されました。川崎中ＲＣより伊

藤会長と細山会員（ガバナー補佐）及びディスカッションのパネリストとして小丸会員（クラブ奉仕

委員長）が参加致しました。 

  

        

               パネリスト一同 

        

           パネリストとして発表する小丸会員 

 


