
                

 

 

 

 

 

 

【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   「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介 片岡 英之親睦活動委員 

・奥村 香様 

 ・2020学年度 米山奨学生  李 丹さん（中国） 

今後のプログラム予定 

 6月 プログラム名 

      第 2例会  6月 8日 委員長退任挨拶 

      第 3例会 6月 15日 理事役員退任挨拶 

出 席 報 告 市川 宏副出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

42 名 33 名 

9 名 

対象外 

（4） 

86.84％ 

欠 10名 

対象外 

（4） 

MU0 名 

 

84.24％ 

 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  小林 敏伸会員   

小島 満 会員  堀一 慶明会員   叶野 聡 会員 

齊藤かおり会員  大友 徹 会員  栗原 茂昭会員 

渡邊 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：今期も早いもので最後の月となりまし

た。コロナに負けないで頑張っていきま

す。ご支援の程よろしくお願い致します。 

長戸 隆彦幹事：後 1カ月です！次年度は親睦委員

長になりますので、次年度よろしくお願い

いたします。 

伊藤 文治会員：今年度最終月です。本日はよろし

く。 

川口 禮敬会員：上原 50周年記念委員長、卓話ご苦

労様です。 

金子 利昭会員：お世話になります。コロナも続いて

いますが負けずに頑張りましょう。 

井上 裕司会員：上原さん県建築士会 会長ご就任

ご苦労様です。 

細山 勝三郎会員：今年度も最終月になりました。

色々ありがとうございました。 

 

合計   7件 27,    11,000円 

累計  415件    514,000円 

会 長 報 告 伊藤 稔会長 

１． 地区より地区研修協議会および学友会設立

総会のご案内が届いております。会場とオン

ライン会議ツールにて開催いたします。 

日 時：6月 20日（日）場 所：ロイヤルパーク

ホテル 3F鳳翔  詳細は回覧致します。 

会   長    伊藤 稔 

副 会 長    井上 裕司 
幹   事    長戸 隆彦 
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幹 事 報 告 長戸 隆彦幹事 

１． 例会変更 

横浜あざみ 6月 9日（水）  休会 

6月 16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 

6月 23日（水）  休会 

 6月 30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 

横浜日吉  6月 30日（水）  休会 

川崎とどろき 6月 28日（水）  休会 

お 祝 い ご と 

入会記念日 
小林 敏伸会員    朝倉 和信会員 
会員誕生日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内藤 幸彦会員     原 敏之会員 
小丸日出夫会員 
結婚記念日 
片岡 英之会員 
配偶者誕生日 
小島 満 会員 静子様 
小丸日出夫会員 寿美様 
片岡 英之会員 由里子様 

米山奨学金授与式 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 学年度米山奨学生 李 丹さん 

卓  話   

 

 

 

 

 

 

 

地区奉仕委員会報告 内藤 幸彦 会員 

２０２０～２０２１年度地区奉仕委員会は、昨年同様、

職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕の３委員会がひとつ

にまとまりまして委員会活動を行なってまいりました。

従いまして委員の数も２０名を越えております。神奈

川ＲＣ野口隆史委員長のご指導のもと、毎月第３木

曜日に対面とズームの併用で行なわれました。 

只、新型コロナウイルス感染症拡大の状況のもと、以

前行なわれていました川崎から横浜まで東海道に沿

ってのごみ拾いや東日本復興支援の仙台での植林

活動、海外ロータリークラブとの友好メークアップツア

ーといったロータリアン参加型の活動は出来ませんで

した。 

その限られた状況の中で、今年委員会で力を入れま

したのが、『Ｗｅｂロータリアンマップ』という、現実にロ

ータリアン同士が協力出来るロータリアンの職業マッ

プ作りでした。若い委員さんの提案によりスマートフォ

ンで検索し、お互いに職業を通じて協力し合うマップ

作りです。初期はコロナ禍で大変な経営状況であろう

レストランやホテル関連のみに絞る予定でしたが、現

在ではどの業種でも申し込める形に変わったようで

す。近くガバナー事務所より、そのお知らせが届くは

ずになっています。ご一読頂きまして、１社でも多くの

ロータリアン企業が登録して、他の地区に先駆けてロ

ータリアンの企業同士の絆が深まるように貢献出来

ると、コロナ禍での委員会活動としては嬉しい実績で

す。 

あと、例年行なわれています、中学校の先生方の教

職員短期企業研修は今年も横浜では１００名ほどの

副校長が出席して実施予定ですが、川崎では中止で



す。川崎と横浜とでは毎年このプログラムには温度差

があるように見受けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

国際ロータリー 第２５９０地区クラブ奉仕委員会 

 小丸 日出夫委員長                               

  コロナ禍で満足な活動が出来なく大変残念な一年

間で有りました。その中で前年度より進めて参りまし

た「卓話バンク」の活性化(案)も漸く出来上がりまし

て、次年度クラブ管理運営委員会の栁沼委員長に引

き継ぎを致しました。詳細は記述できませんが、「卓

話バンク」の利用頻度を上げるには、下記の項目を

改良しなければなりません。 

(１)「卓話バンク」の認知度を向上させる。 

(２)「卓話者」の新規登録を推進する。 

(３)「卓話者」選定のスピード化をする。 

(４)「卓話者」への謝礼を明確化して、費用対効果を

上げる。 

(５)以上(１)～(４)を改良させるのにはネットシステム

のソフト変更で有る。 

「卓話バンク」の活性化(案)は以上が主体になって居

ります。又、地区大会前日に計画致しました「女性交

流会」開催の件ですが、地区大会中止に伴い一旦は

中止に成りましたが、改めて６月２９日に開催する為

に、企画を進めて居ります。 

５月１０日時点で１００名近い大勢の参加希望者が居

まして、皆様の関心の大きさに驚きと共に絶対に開催

を成功させる為、現在一生懸命頑張って居ります。 

皆様方の温かい御声援とご協力に感謝致して居りま

す。一年間有難う御座いました。 

                             以上 

                      

                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎中ＲＣ創立５０周年実行委員会 

上原 伸一委員長 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


