
                

 

 

 

 

 

 

【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 義久会場監督 

 合  唱   「我らの生業」 

 お客様紹介 原 敏之親睦活動委員 

今後のプログラム予定 

12月 プログラム名 

第 3例会 12月 15日 

卓話  

富士通テクノロジーホール  

館長 高瀬 哲也様 

第 4例会 12月 22日 
納会 

会員全員１分間スピーチ 

出 席 報 告 市川 宏出席副委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

42 名 32 名 

10 名 

対象外 

（6） 

88.89％ 

欠 10名 

対象外 

（7） 

MU0 名 

 

91.43％ 

 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  小林 敏伸会員   

小島 満 会員  貝田 充 会員   朝倉 和信会員 

長谷川俊雄会員 志村 修司会員  長谷山尚城会員 

堀一 慶明会員 叶野 聡 会員    

ニコニココーナー 佐川 陽子会場監督(補) 

伊藤 稔会長：セーンジャーさん・アヨンガさん馬頭

琴の演奏楽しみです。よろしくお願いしま

す。 

長戸 隆彦幹事：本日、例会楽しみにしております。

内藤プログラム委員長いつもありがとうご

ざいます。 

井上 裕司副会長：演奏楽しみにしています。 

萩原 ひとみ会員：本日は昼のミニ家族会風例会と

なりました。皆でこういうひと時をすごせ

るのを幸せに感じます。ありがとうござい

ます。 

内藤 幸彦会員：セーンジャーさんご多忙のところ

お仲間とご出演ありがとうございます。家

内・友人ともども楽しく拝聴させて頂きま

す。大変楽しみです。 

小泉 繁勝会員：本日はお世話になります。演奏楽

しみにして参りました。コロナ感染中、皆

様心穏やかにお過ごしください。 

金子 利昭会員：コロナに負けないよう頑張りましょ

う。よろしくお願い致します。 

市川 宏会員：先週の日曜日、熱海の花火大会を

見に行きました。冬の花火もなかなかき

れいです！ 

稲冨 正行会員：本日もよろしくお願い致します。は

やぶさ 2が任務を果たしました。目的地
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に着き、地球に帰る軌道制御は富士通

の技術でサポートしています。 

 伊藤 文治会員：馬頭琴楽しみにしています。 

中山 武夫会員：セーンジャーさん・アヨンガさんの馬

頭琴楽しみです。 

廣山 宗一会員：馬頭琴楽しみにしています。 

冨岡 昭一会員：馬頭琴奏者のセーンジャーさん・ア

ヨンガさん楽しみにしていました。よろしく

お願い致します。 

細山 勝三郎会員：セーンジャーさん・アヨンガさんよ

ろしくお願い致します。 

川口 禮敬会員：馬頭琴による演奏楽しみです。セー

ンジャーさんとその仲間の皆様ありがとう

ございます。 

渡邉 新治会員：演奏楽しみにしています。本日もよ

ろしくお願い致します。  

野口 新二会員：セーンジャーさん今日の演奏楽しみ

にしております。 

鹿島 義久会員：本日はセーンジャーさんとその仲間

による馬頭琴の演奏よろしくお願い致しま

す。次週は例会を欠席します。SAAの皆

様よろしくお願い致します。 

市川 実会員：本日は家族会の代わりです。来年は出

来ますように。 

島 利夫会員：12/8何の日か知る人が少しになりまし

た。 

佐川 陽子会員：本日の馬頭琴楽しみです。 

合計   21件 27,    23,000円 

累計  277件    338,000円 

会 長 報 告 伊藤 稔会長 

１． 国際ロータリー事務局経理室より 2020 年 12

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 12 月  1 ドル＝105 円    

ご参考）2020年 11月 1 ドル＝104円 

２． 地区よりオンラインRLI（ロータリーリーダーシ

ップ研究会）パートⅠ開催のご案内が届いて

おります。日 時：1 月 24 日（日）9：00〜16：

40 研修方法：オンラインでの少人数でのデ

ィスカッション形式 

３． 地区よりロータリー財団ポールハリス・ソサエ

ティ（PHS）への入会のお願いが届いておりま

す。詳細は回覧致します。 

４． 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会よ

りハイライトよねやま 248が届いております。 

幹 事 報 告 長戸 隆彦幹事 

１． 例会変更 

        川崎宮前 12 月 8 日（火） 通常例会→休

会に変更 

 12 月 15 日（火） 移動例会「年

末家族会」→休会に変更 

 川崎大師   12 月 16 日（水） 年忘れ家族会→年

忘れ移動例会に変更「食堂園」

18：00〜＊メークアップデスクござ

います。12：00〜12：3川崎大師平

間寺信徒会館 1Fステンドホール 

   川崎鷺沼   12月 9日（水） 休会 

            12月 16日（水） 休会 

            12月 23日（水） 休会 

            12月 30日（水） 休会 

   横浜あざみ  12月 9日（水）移動例会 

点鐘 13：15 アートフォーラムあざみ

野 2Fセミナールーム 

            12月 16日（水） 移動例会 

点鐘 13：15 アートフォーラムあざみ

野 音楽室 

   川崎中原   12月 17日（木）早朝例会→夜間例 

会に変更ホテル精養軒 点鐘 18：30 

   新川崎    12月 9日（水）  休会 

          12月 16日（水） 忘年会 17：30み 

やだい倶楽部 12月 23日（水）クリス 

マス会→中止 休会 

            12月 30日（水） 休会 

２． 会報受領  川崎 RC 回覧致します。 

卓 話 

 
セーンジャーさん（左）とその仲間による 

馬頭琴の演奏 

 

                 ・昇る太陽 

                 ・アメイジング・グレイス 

                 ・草原の伝説 

                 ・少年時代 

                 ・恋情 

                 ・万馬のとどろき 



 

プロフィール 

セーンジャー （SENJIYA） 

内モンゴル生まれ。 

内モンゴル芸術学院卒業後、2000年来日、2005

年大東文化大学大学院卒業。2003年にアルバム

「- Dream -」で脚光を浴び、馬頭琴ブームの火付

け役になる。 

馬頭琴奏者として日本・モンゴル・中国において

は、馬頭琴やモンゴル文化の認知度向上・普及活

動の為、教育機関を中心に講師及び馬頭琴の演

奏活動も行っている。さらに柿の木坂芸術学校の

講師を務めるなど、後進の指導にも力を注いでい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 


