
                

 

 

 

 

 

 

【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 久義会場監督 

 合  唱   「四つのテスト」 

 お客様紹介 原 敏之親睦活動委員 

今後のプログラム予定 

10月 プログラム名 

          10月 13日 休 会 

 第 2例会 10月 20日 

卓話   横浜銀行 

窪田 俊也様 

「はまぎん 10年後プロジェ

クト」 

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 34 名 

8 名 

対象外 

（3） 

87.18％ 

欠 5 名 

対象外 

（4） 

MU0 名 

 

97.37％ 

 

【本日の欠席者】 三木 治一会員   小林 敏伸会員   

津田 篤志会員  貝田 充会員    朝倉 和信会員 

渡邉 新治会員 島 利夫会員    長谷山尚城会員 

ニコニココーナー 佐川陽子会場監督(補) 

吉田 隆男様：本日は公式訪問で参りました。よろし

くお願い致します。 

細山 勝三郎様：本日はガバナー公式訪問でお伺

いしました。よろしくお願いいたします。 

加藤 仁昭様・植田 清司様：本日は吉田ガバナー

の同行で参りました。よろしくお願い致し

ます。 

 野口 新二様：皆様こんにちは。本日はよろしくお願

い致します。ガバナー様よろしくお願い致

します。 

伊藤 稔会長・長戸 隆彦幹事：本日は吉田ガバナー

を始め、細山ガバナー補佐・加藤地区幹

事・植田副幹事をお迎えしての例会よろし

くお願い致します。 

井上 裕司会員：吉田ガバナーには、ご多忙の処公

式訪問においで頂き、ありがとうございま

す。本日はよろしくお願い致します。 

萩原 ひとみ会員：吉田隆男ガバナー様、本日は当

クラブへ訪問頂き本当にありがとうござい

ます。昨日のとどろきロータリークラブに
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引き続きどうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

伊藤 文治会員：吉田ガバナーには、ご多忙の中訪問

頂き、ご指導ありがとうございます。 

川口 禮敬会員：吉田たかいガバナーをお迎えして。

ガバナーご苦労様です。 

内藤 幸彦会員：吉田隆男ガバナー、公式訪問楽しみ

にしておりました。地区奉仕委員長では野

口委員長のもと皆で力を合わせこのコロ

ナ禍の中、どんな奉仕活動ができるか知

恵を出し合っています。卓話拝聴させて頂

きます。 

廣山 宗一会員：吉田ガバナーをお迎えして本日はよ

ろしく。 

中山 武夫会員：吉田ガバナーをお迎えして。 

冨岡 昭一会員：吉田隆男ガバナー殿・加藤幹事殿ご

指導の程よろしくお願い致します。 

朝山 秀男会員：吉田ガバナーようこそ。 

白井 正男会員：本日は吉田隆男ガバナー公式訪

問、ご指導よろしくお願いします。 

小島 徹会員：ガバナーをお迎えして。 

金子 利昭会員：第 2590地区ガバナー吉田隆男様、

本年もよろしくお願い致します。 

小丸 日出夫会員：国際ロータリー第 2590地区ガバ

ナー吉田隆男様、本日は当クラブへの公

式訪問、誠にありがとうございます。ガバ

ナーのロータリーへの思いを込めた卓話

がとても楽しみです。 

叶野 聡会員：吉田隆男ガバナー、本日はよろしくお

願いします。 

小泉 繁勝会員：ガバナーをお迎えして。慶賀に存じ

ます。よろしくご指導お願い致します。 

上原 伸一会員：吉田ガバナーをお迎えして。 

鹿島 義久会員：本日は第 2590地区ガバナーをお迎

えしての例会です。細山ガバナー補佐さ

ん地区役員の皆様、本日はよろしくお願

い致します。 

市川 実会員：吉田ガバナー・細山ガバナー補佐、本

日はよろしくお願いします。 

合計   23件 27,    31,000円 

累計  159件    197,000円 

会 長 報 告 伊藤 稔会長 

１． 地区よりロータリー財団セミナー開催のご案

内が届いております。日 時：10 月 7 日（水） 

15：00〜17：00 場 所：ＨＯＴＥＬ ＰＬＵＭＭ

（ホテル プラム）3Ｆジョルジュサンク 

２． 地区より「第 7 回日台（にったい）ロータリー

親善会議福岡大会」開催中止のお知らせが

届いております。詳細は回覧致します。 

 

３． 地区より 7/30付ご案内の「2022年規定審議

会への制定案、2021 年決議審議会への決

議案の提出について」提出期日の延長のお

知らせが届いております。→10/31（土）まで

延長詳細（2019 年規定審議会の制定案）は

回覧いたします。 

４． 地区より第 49 回ロータリー研究会 第 2 部

へのお誘い（クラブ会長宛）が届いておりま

す。日 時：11 月 25 日（水） 20：00〜＊ドイ

ツのＲＩクナーク会長とライブで繋げ、オープ

ンフォーラムを実施 

５． ハイライトよねやま 246が届いております。回

覧いたします。 

６． 社会福祉法人  神奈川県共同募金会より

“赤い羽根”共同募金への協力のお願いが

届いております。パンフレットを回覧いたしま

す。（当クラブは募金バッジにて協力） 

７． 横浜東ローターアクトクラブより 10 月第一例

会のご案内が届いております。日 時：10 月

4 日（日）14：00〜16：00 場 所：オンライン内 

容：「ピースデーを通して国際理解を深めよ

う！」詳細は回覧いたします。 

幹 事 報 告 長戸 隆彦幹事 

１． 例会変更 

川崎高津  10月 8日（木）  移動例会 

「防災教室」梶ヶ谷小学 

10月 22日（木）  休会 

10月 29日(木)  ガバナー 

公式訪問 点鐘 12：30 

川崎北  10月 7日（水）   休会 

        10月 14日（水） 

米山月間卓話 

米山奨学生 ゲサンワンジュ君 

10月 21日（水）  休会 

10月 28日（水） 

 卓話：中原消防署長 飯田康行様 

   横浜日吉 9月 30日（水） 通常例会 

         10月 7日（水） 休会 

２． 年会費（2020/10～12 月分）81,000 円を

10/5（月）にご指定の口座より引き落としさ

せていただきます。10/2（金）までにご入金

をお願いいたします。現金で納入の方は 10

月の例会時にお願いします。 

＜内訳＞会  費  75,000円 

R財団寄付（ポリオ・年次基金一部） 

              6,000円 

３． 次週 10/6 は例会終了後、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。 

４． 再来週 10/13は休会です。 



ガバナー公式訪問 

 
「ガバナー公式訪問卓話」 

国際ロータリー第 2590 地区 

        ガバナー  吉田 隆男 様 

「2020-21RI 会長テーマ・地区方針」 

（神奈川東ＲＣ 職業分類：物流倉庫賃貸業） 

 

【略歴】 

○1948年 4月 6日生 

○1971年 3月  日本大学 法学部卒 

○吉田倉庫株式会社 取締役会長 現在に至る 

 不動産鑑定士 

【公職歴】 

○2001年 4月〜2010年 3月 川崎市固定資産評

価審査委員 

○2011年 4月〜2017年 3月 横浜市土地利用審

査会委員 

（2012年 4月より会長代行） 

○1978年 6月〜2018年 3月 国土交通省土地鑑

定委員会評価員 

○1989年 1月〜2018年 12月 横浜地方裁判所鑑

定委員 

○1989年 4月〜2019年 3月 横浜地方裁判所調

停委員 

○1995年 10月〜         横浜家庭裁判所調

停委員（現） 

○2016年〜           一般財団法人ボーイ

スカウト神奈川連盟維持財団 

 常務理事（現） 

【賞歴】 

○2007年 6月          国土交通大臣感状 

○2014年 10月          最高裁判所長官彰 

○2017年 11月          藍綬褒章受章 

【ロータリー歴】 

○1989年 12月 6日        神奈川県東ロータ

リークラブ入会 

○2007－08年度          神奈川東ロータリ

ークラブ会長 

○2009－10年度          地区国際奉仕員長 

○2013－14年度          第 4グループガバ

ナー補佐 

○2018－19年度          資金推進副委員長 

R財団メジャードナー ベネファクター MPHF 米山

功労者マルチプル 

 

【ご紹介】第 2Gガバナー補佐 細山 勝三郎 様 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


