
                

 

 

 

 

 

 

【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〜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  納       会    

   例 会 報 告     

 開会点鐘  伊藤 稔会長  

 司  会   市川 実副会場監督 

 合  唱   「四つのテスト」 

 お客様紹介 片岡 英之親睦活動委員 

*お客様はございませんでした。 

今後のプログラム予定 

  1月 プログラム名 

第 2例会 1月 19日 

卓話 

 地区奉仕委員長 

 野口 隆史様（神奈川 RC） 

第 3例会 １月 26日 

卓話（演武の披露） 

新極真会 東京城南川崎

支部 

入来 武久様・建武様 

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 31 名 

11 名 

対象外 

（5） 

83.78％ 

欠 6名 

対象外 

（4） 

MU1 名 

 

94.74％ 

 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  小林 敏伸会員   

小島 満 会員  鹿島 義久会員  大友 徹 会員 

長谷山尚城会員 堀一 慶明会員  貝田 充 会員 

叶野 聡 会員  朝倉 和信会員  渡邉 新治会員 

ニコニココーナー 佐川 陽子会場監督(補) 

伊藤 稔会長：会員の皆様の協力により前半を終わ

ろうとしております。来る年が良い年にな

りますことを祈ります。 

長戸 隆彦幹事：精養軒様、素晴らしいコロナ対応あ

りがとうございます。 

井上 裕司副会長：今年も大変お世話になりました。

来年はコロナが終わって良い年になりま

すように！ 

伊藤 文治会員：今年は大変お世話になりました。来

年もよろしくお願い致します。 

廣山 宗一会員：今年も大変お世話になりました。来

年もよろしく。 

朝山 秀男会員：本年も大変お世話になりました。来

る年もよろしく。 

白井 正男会員：本年も会員の皆様には大変お世話

になりました。良い年になりますよう「お祈

りします。 

冨岡 昭一会員：今年初めから、新型コロナウイルス

感染症対策で終われ続け、年末を迎えま

した。一年間お世話になりました。お互い

に充分にコロナ対策をしましょう。 

川口 禮敬会員：本年一年間皆様には、お世話にな

りました。来年もよろしくお願い致します。

良き新年をお迎えください。 

会   長    伊藤 稔 

副 会 長    井上 裕司 
幹   事    長戸 隆彦 
S  A  A    鹿島 義久 
会報委員長   栗原 茂昭 
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志村 修司会員：会長・幹事さんはじめ、会員の皆様

お世話になりました。来年こそ明るい良い

年でありますように。 

細山 勝三郎会員：本年最終例会、ご苦労様でした。

冬が必ず春となる良い年をお迎えくださ

い。 

野口 新二会員：入会後、早、暮れを迎えることとなり

ました。何かとありがとうございました。 

原 敏之会員：本年も皆様には大変お世話になり、あ

りがとうございました。島先生には、年末

の忙しい時に母の件でお世話になりあり

がとうございました。 

小泉 繁勝会員：コロナ感染下、最終例会となりまし

た。何とか“綱渡り”の最中ですが細心の

注意をしたいです。 

稲冨 正行会員：今年も大変お世話になりました。コロ

ナに負けず、ルールを守って来年も元気

に活動したいと思います。皆様も良い年を

お迎え下さい。 

小丸 日出夫会員：会員の皆様、一年間大変お世話

になりました。来年もよろしくお願い致しま

す。 

小島 徹会員：一年間お世話になりました。来年もよろ

しくお願い致します。 

金子 利昭会員：新型コロナウイルス感染症に振り回

された年でした。早く収まってほしいもので

す。来年こそ良い年になりますように。 

島 利夫会員：伊藤稔会長、一年ご苦労様です。マス

クしてお話しましょう。 

 

合計   19件 27,    20,000円 

累計  314件    377,000円 

会 長 報 告 伊藤 稔会長 

１． 川崎市中原消防署より「令和 3 年中原地区

消防出初式の（規模縮小）開催について」の

ご案内が届いております。（規模を縮小し、表

彰式のみを執り行う）詳細は回覧いたします。 

２． 中原地区消防関係団体より「令和 3 年中原

地区消防団体賀詞交歓会の中止についての

ご案内が届いております。詳細は回覧いたし

ます。 

３． 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 249 が届いております。

回覧致します。 
４． 元会員 小山 政吉様（享年 90 歳）におかれ

ましては、12 月 10 日にご逝去されましたの

で、お知らせいたします。 

幹 事 報 告 長戸 隆彦幹事 

１． 例会変更 

   横浜南   12月 26日（土）  休会 

           1月 2日（土）   休会 

           1月 9日（土）   初例会 点鐘 12：30 

   横浜あざみ 1月 6日（水）   移動例会 

点鐘 13：15 新年挨拶 アートフォーラムあざみ野 

 2Fセミナールーム 

           １月 13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 

   IMキャラバン 下山ガバナー補佐来訪 

   新川崎    1月 6日（水）   休会 

            1月 13日（水）  休会 

   川崎鷺沼   1月 6日（水）   休会 

           1 月 13 日（水）  夜間例会→昼例会

に変更 点鐘 12：30 

           1月 20日（水）        〃 

           1月 27日（水）   休会 

   川崎     12月 24日（木）  休会 

           12月 31日（木）  休会 

   川崎麻生  12月 25日（金）  休会 

           1月 15日（金）   例会場変更 

 百合ヶ丘 CC→ホテルモリノ       点鐘 12：30 

           1月 22日（金） 移動例会（職場訪問） 

→通常例会 百合ヶ丘 CC 点鐘 12：30 

   川崎西   12月 18日（金）  夜間例会→昼例会 

           1月 1日（金）    休会 

           1月 15日（金）  夜間例会→昼例会 

   川崎高津  12月 24日（木）  休会 

           １月 7日（木）    休会 

   川崎高津南 1月 4日（月）→ 18日（月） 初例会 

           1月 11日（月）   休会 

   川崎マリーン 12月 24日（木）  休会 

           12月 31日（木）  休会 

   川崎西北  12月 24日（木）  休会 

           1月 7日（木） 新年例会 点鐘 12：30  

柏屋 

   川崎大師  1月 6日（水）   休会 

          1月 7日（木） 新春 4クラブ合同 

例会中止→通常例会に変更  

サンピアンかわさき 点鐘 12：30 

   川崎中央  1月 4日（月）→7日（木）に変更 夜間 

例会は中止 

           1月 11日（月）  休会 

   川崎百合丘 1月 5日（月）   夜間移動例会 

（新年会）新年例会〜特別昼食付き〜通常例会に

変更 

   川崎とどろき 1月 4日（月）   休会 

            1月 11日（月）  休会 

２． 1/12 は例会終了後、理事役員会を開催致

します。関係各位のご出席をお願い致しま

す。 

３． ＜1月の予定＞ 

 1/5    休会 



1/12   新春初例会（通常例会） 例会 

終了後理事役員 

1/19   通常例会 

1/26   通常例会 

納会 乾杯 

 
乾  杯       小泉パスト会長 

卓 話 

会員 1分間スピーチ 

 

 

 

 

 

 


